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ダイヤモンドナノ粒子薄膜を用いた電子注入層
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あらまし 電気泳動法 (EPD) 及び自己組織化膜 (SAM) を介した吸着法の二つの手法を用い，ダイヤモンド
ナノ粒子 (DNP) 薄膜を形成した．EPD では陰極表面に DNP が堆積し，DNP 表面の官能基が反応することで
安定な膜が形成された．一方，カルボキシ末端をもつ SAM を電極表面に形成して DNP 分散液に浸漬すると，
自己制限的に極薄膜が吸着した．これらの方法でアルミニウム電極表面に DNP 極薄膜を形成し，電子輸送性有
機材料と銀電極を蒸着して電子オンリー素子を作製した結果，電極表面に DNP 膜を形成することにより有機層
への電子注入が顕著に促進されることが見いだされた．
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DNP は高価であるため，材料の利用効率の高い製

1. ま え が き

膜法が有用である．電気泳動堆積法 (EPD) はコロイ

有機デバイス構築に際しては電極から有機層への電

ド状粒子の分散液に電極を浸漬し，電圧を印加するこ

荷注入が一つの課題となる．その解決法の一つとして，

とで電極表面に粒子を堆積させる手法であり [12], [13]，

界面に電荷注入層を挿入することが行われている [1]．

簡易な装置を用いて高い材料利用効率で製膜できる利

陰極から有機層への電子注入層としては仕事関数の低

点がある [14]．そこで本研究ではまず市販の DNP 分

い材料を用いる必要があるが，そのような材料は酸化

散液を用いて EPD による薄膜形成を試みた．一方ダ

されやすく，化学的に不安定なものが多い．一方ダイ

イヤモンドは抵抗率が高いため，電子注入層として用

ヤモンドはバンドギャップが広く [2]，化学的・物理的

いるためには極薄膜を形成する必要がある．したがっ

安定性に優れた材料であるが [3]，電子親和力が低い特

て自己制限的に極薄膜を形成できる技術があれば有意

徴をももち [4], [5]，電子放出材料としても注目されて

義である．そこで今一つの極薄膜形成技術として，基

いる [6], [7]．このような特性は，有機層への安定な電

板表面に DNP を吸着させる手法をも検討した．本論

子注入層としても応用できる可能性がある．これまで

文ではこれら 2 種類の手法で形成した DNP 極薄膜の

ダイヤモンドの製膜には一般に化学気相成長法が用い

電子注入層としての応用可能性を検討した．

られ，製膜温度も 800 ℃以上である [8], [9]．一方，近
年ではダイヤモンドナノ粒子 (DNP) が容易に入手で
きるようになった [10], [11]．そこで本研究では DNP
を用いて低温かつ簡便なプロセスで薄膜形成を行い，
その電子注入層としての機能を検討した．

2. 電気泳動堆積 (EPD) 法による製膜
2. 1 実

験

EPD は微粒子の分散液に浸漬した一対の電極に電
圧を加え，電極表面に微粒子を吸着させる方法である．
図 1 にその概念を示す．まず EPD による DNP 薄膜
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図1

EPD 装置の概念

位は+34.8 mV であり，電極に数 V の電圧を印加す
ると陰極表面に DNP が堆積した．得られた膜は大気

図2

3 V (a)，4 V (b)，5 V (c) 及び 10 V (d) の電圧
で作製した薄膜の光学顕微鏡像

中で一昼夜乾燥させ，膜の表面モルフォロジーを観察
するとともに，赤外吸収 (IR) スペクトルによる化学

電気二重層が形成されるため，それ以下の電圧では分

構造の分析と導電率の測定を行った．

散液に十分な電界がかからないためと考えられる [17]．

次に陰極表面に電子注入層として DNP の極薄膜

5 V で作製した膜 (c) は 4 V で得た膜に比較して約 4

を形成することを目的として，0.005 wt%に希釈した

倍の膜厚をもつ一方で，ピンホールやクラック状の欠

DNP 分散液中にアルミニウムを蒸着したガラス基板

陥が見られた．更に高い 10 V の電圧で作製した膜 (d)

を 20 mm の間隔で浸漬し，6 V の電圧で EPD を行

では，DNP が基板上に安定に付着せず，容易に剥離

い，厚さが数 nm の膜を堆積させた．極薄膜の成長

した．これは水の電気分解で発生する水素気泡が原因

過程を確認するために，電極表面に透過電子顕微鏡

と考えられ，10 V の電圧を印加した際には電極表面

(TEM) 用カーボン膜を固定し，その上に堆積した膜

に微細な気泡が発生することが観察された．以上の結

を TEM で観察した．電気的特性評価としては，DNP

果から水分散液中での EPD では印加電圧の最適化が

を堆積したアルミニウム電極表面に電子輸送性有機

重要であることが分かる．

半導体として Tris(8-hydroxy-quinolinato)aluminum

2. 3 EPD 膜の赤外吸収特性

(Alq3 ) を蒸着し，更に銀電極を蒸着して電子オンリー

微粒子を集積した膜は，もろくて剥離しやすい構

素子 (EOD) を作製し，その電圧‐電流 (J-V ) 特性を

造をもつ可能性が懸念される．実際に DNP 分散液を

真空中で測定した．なお DNP の膜厚はエリプソメト

滴下乾燥した膜やスピンコートで形成した膜は基板

リーにより測定した．

への付着強度が極めて弱く，水やエタノールに浸漬す

2. 2 EPD 条件の最適化

ると容易に剥離した．これに対して EPD で作製した

0.5 wt%の DNP 分散液中に間隔 5 mm で浸漬した

膜は超音波洗浄に対しても十分な耐性を示した．図

電極間に 4 V の電圧を印加すると，約 0.15 mA/cm2

3 に滴下乾燥膜 (a) 及び EPD 膜 (b) の IR スペクト

の電流が流れ，陰極表面に無色の均質な膜が堆積し

ルを示す．純粋なダイヤモンドは赤外領域で透明であ

た [16]．堆積膜厚は印加電圧によって大きく変動した．

るが，DNP 膜は複数の吸収ピークを示した．今回用

図 2 に (a) 3 V，(b) 4 V，(c) 5 V，及び (d) 10 V の

いた DNP は酸素や窒素を含む有機化合物を爆縮して

電圧を 4 分間印加して得られた膜の光学顕微鏡像を示

生産されており，表面に様々な官能基が残存すること

す．膜厚は (a) が 60 nm，(b) が 2000 nm であり，電

が知られている [18]．滴下乾燥膜は市販の DNP の特

圧を 3 V 以下に低下すると堆積速度が急激に減少し

性を最も良く示すと考えられるが，カルボキシ基の

た．これは電極と分散液の界面に一定の電位差をもつ

O-H 伸縮，C=O 伸縮，及び CO-O 伸縮振動の吸収

314

招待論文／ダイヤモンドナノ粒子薄膜を用いた電子注入層

を 2940，1716，及び 1323 cm−1 にもつ．更にアミノ

ドーパントを含まず，一般的なバルクのダイヤモンド

基に由来する N-H 伸縮振動 (3400 cm−1 )，NH2 変角

と同様に高い抵抗率をもつことが分かる．

−1

(1632 cm

−1

) 及び C-N 伸縮 (1280 cm

) の吸収も観

察され [19], [20]，これが本研究で使用した DNP が正
のゼータ電位をもつ理由の一つと考えられる．
一方 EPD 膜を形成すると，図 3(b) に示すように
カルボキシ基及びアミノ基の吸収が減少する一方で，
−1

新たな吸収が 1740，1520，及び 1130 cm

に出現し

2. 5 EPD による DNP 極薄膜の作製
ダイヤモンドは抵抗率が高いため，これを電子注入
層に応用するためには膜厚が nm レベルの極薄膜を形
成する必要がある．そこで純水で 0.005 wt%に希釈し
た分散液中に 20 mm の間隔で電極を浸漬し，短時間
の EPD で極薄膜の形成を試みた．15〜120 s の時間

た．これらは第二級アミドの C=O 伸縮，N-H 面内変

で EPD を行い，カーボン膜の表面に堆積した DNP

角，及び C-N 伸縮振動に対応し，DNP 表面のカルボ

の TEM 像を図 5 に示す．DNP は顕著な凝集構造を

キシ基とアミノ基が反応してアミド結合が形成された
可能性を示唆する．EPD 膜を窒素雰囲気下 300 ℃で

1 時間加熱すると，図 3(c) に示すようにカルボキシ
基とアミノ基の吸収が更に減少し，アミド結合由来の
ピークがより顕著になり，アミド結合が増加して膜の
安定性が更に高くなった．以上の結果から，今回用い
た DNP は表面に官能基をもつため，粒子間に共有結
合を生成して安定な膜を構築すると考えられる．

2. 4 EPD 膜の導電性
EPD により作製した DNP 膜の電気的特性を評価
するために，酸化インジウムスズ (ITO) 電極表面に
厚さ 2 µm の膜を堆積した後，金電極を蒸着して真
空中で J-V 特性を測定した．その結果を図 4 に示す．

Pool-Frenkel プロットから明らかなように 5 V 以下
の電圧ではほぼオーミックな特性を示し，膜の抵抗率

図 4

EPD 膜の J-V 特性．挿入図はその Pool-Frenkel
プロット

図 5

15 s (a)，30 s (b)，60 s (c)，及び 120 s (d) の
EPD 時間で堆積した DNP 薄膜の TEM 像

は 4.0 × 1013 Ω·cm であった．ここで用いた DNP は

図3

DNP の滴下乾燥膜 (a)，EPD 膜 (b)，及び熱処理
した EPD 膜 (c) の IR スペクトル
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図6

膜厚約 20 nm の EPD 膜の AFM 像
図 7 陰極表面の DNP 層の有 (a) 及び無 (b) で比較した
EOD の J-V 特性

形成せず，約 60 s の EPD で表面をほぼ均一に被覆し
て薄膜を形成した．これは DNP が高抵抗であるため，
後から堆積する DNP は既に膜が堆積した表面を避け，
未被覆の部分に優先的に堆積するためだと考えられる．
一般にナノ粒子は凝集して二次粒子を形成しやす
いが，ここで用いたナノアマンド B 分散液を用いる
と，緻密な二次元膜を形成しやすいことが報告されて
いる [21]．膜厚約 20 nm の EPD 膜の原子間力顕微鏡

(AFM) を図 6 に示す．DNP が凝集した二次粒子と考
えられる微小な析出物が幾つか観察されるが，それ以
外は均質な表面を示した．しかしながら算術平均表面
粗さ Ra は 6.8 nm であり，DNP の一次粒子径が約 5

nm であることを考えると，膜厚がこれより小さい場
合は，必然的に不連続な膜になると考えられる．

図8

アルミニウム/DNP/Alq3 の予想されるバンドダイ
アグラム

2. 6 EPD 膜の電子注入特性
アルミニウム陰極表面に膜厚約 10 nm の DNP 膜

電極からダイヤモンドの導電帯にトンネリングによっ

を堆積し，その表面に膜厚 100 nm の Alq3 電子輸送

て電子が注入され，これが真空順位に放出されると考

層及び銀電極を蒸着して EOD を作製した．その J-V

えられているが [7]，ここに示したバンドダイヤグラム

特性を図 7 に示す．アルミニウム電極から Alq3 に直

では電極の仕事関数とダイヤモンドの価電子帯が近い

接電子を注入するのは容易でなく，印加電圧 10 V で

点も特徴であり，ダイヤモンドの価電子帯から Alq3

−7

も 10

2

A/cm 以下しか電流が流れなかった．これに

の最低空軌道に電子が注入できるのであれば，これを

対し電極表面に DNP を堆積すると，流れる電流量が

介してアルミニウム電極から Alq3 への電子注入が促

顕著に増大した．また，逆方向の漏れ電流も抑制され，

進される可能性もある．

整流特性が顕著になった．この結果から，陰極表面に

アルミニウム表面に種々の膜厚の DNP 膜を形成し，

DNP 極薄膜を形成することによって，電子注入層と

膜厚 150 nm の Alq3 層を蒸着して形成した EOD の

して機能することが分かる．

J-V 特性を図 9 に示す．DNP 膜自体が高抵抗である

図 8 にアルミニウム/DNP/Alq3 構造の予想される

ため，その膜厚が増大すると電流が減少することか

バンドダイアグラムを示す．ダイヤモンドのエネル

ら，電子注入層として利用するためにはできるだけ薄

ギー準位は結晶面や表面状態によって異なり，DNP

い DNP 層を形成する必要があることが分かる．前項

に対して定義することは容易でないが，ここでは水素

に示したとおり，DNP 粒子径より薄い膜は連続膜を

終端した (111) 面を仮定したダイアグラムを示す [22]．

形成しないと考えられるが，フッ化物などの高抵抗材

ダイヤモンドを電子放出材料として応用する場合は，

料を電子注入層に用いた場合でも，膜厚が単分子層以
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図 10

図9

吸着法による DNP 製膜の概念

異なった膜厚の DNP を陰極表面に堆積して作製し
た EOD の J-V 特性

下の膜や島状構造の膜でも電荷注入促進効果が得られ

図 11

カルボキシ末端をもつ SAM の作製手順

ることが報告されている [23], [24]．これは表面に異種
材料が吸着すると，単分子層以下であっても電荷移動
が生じ，仕事関数が変化するためと考えられる [25]．

3. 吸着法による DNP 薄膜形成
3. 1 実

験

DNP を電子注入層として応用するためには極薄膜
の形成が必要となる．EPD 法では堆積時間によって
膜厚を制御することは可能であるが，自己制限的に極
薄膜を堆積できるなら有用である．基板表面を自己組
織化膜 (SAM) で修飾し，これをポリイオン溶液に浸
漬することで自発的に薄膜を堆積させる手法は交互吸
着法と呼ばれており，電荷バランスで決まる一定量の
膜を堆積できることが知られている [26]．DNP も液
中で電荷をもつため，同様の手法で自己制限的に製膜
できる可能性がある [27], [28]．そこで SAM 表面への

図 12

水晶振動子によって測定した SAM 表面への DNP
吸着・脱離過程

吸着による DNP 薄膜形成を試みた．
図 10 にその概念を示す．本研究で用いた DNP は

晶振動子によって観察した．次に，このようにして作

正電荷をもつので，負電荷をもつ SAM の表面に一

製した DNP 薄膜表面に膜厚 150 nm の Alq3 及び銀

定量が自発的に吸着すると考えられ，図 11 に示す

電極を蒸着して EOD を作製し，J-V 特性を評価した．

手順でカルボキシ末端をもつ SAM を形成した．ア

3. 2 DNP の吸着特性

ルミニウムを蒸着した基板を UV オゾン処理で親水

SAM 表面への DNP 吸着過程を水晶振動子で測定

化し，vinyltrimethoxy-silane の 5 mM toluene 溶液

した結果を図 12 に示す．カルボキシ末端をもつ基板

に 12 時間浸漬して SAM を形成した．引き続き 0.5

を DNP 分散液に浸漬すると 10 分以下で DNP が吸

mM の KMnO4 ，19.5 mM の NaIO4 及び 1.8 mM の

着し，膜厚は約 15 nm で飽和して吸着がほぼ停止し

K2 CO3 からなる水溶液に 24 h 浸漬し，SAM の末端

た．引き続きこの膜を純水に浸漬してもほとんど膜厚

を酸化してカルボキシ化した．この SAM を DNP の

は変化せず，浸漬したのみでは DNP の脱離は観察さ

0.005 wt%水分散液に浸漬し，DNP の吸着過程を水

れなかった．図 13 に SAM 表面 (a) 及びこれに DNP
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図 14

Al 蒸着膜 (a)，SAM を形成した Al 膜 (b)，更に
DNP を吸着した膜 (c) それぞれを電子注入層に用
いた EOD の J-V 特性

機能することが分かる．ここで用いた DNP 層の膜厚
は約 15 nm であるが，数 nm に薄膜化することで電
図 13

SAM 表面 (a) 及び DNP を吸着した表面 (b) の
AFM 像

流を更に増大できると期待される．

4. む す び
ダイヤモンドが物理的・化学的に安定でありながら

を吸着した表面の AFM 像を示す．Ra は SAM 表面

低い電子親和力をもつ点に着目し，これを有機薄膜へ

が 1.7 nm，DNP 吸着表面が 1.9 nm であるが，SAM

の電子注入層として応用することを試みた．DNP 分

表面には微小なヒロックが観察された．これは SAM

散液中で EPD を行うと，数 V の低い電圧で容易に

分子が溶媒中の水分などの影響で一部凝集した可能性

DNP を堆積でき，分散液濃度と堆積時間を制御する

が考えられる．DNP 吸着後にはヒロックが増大して

ことで膜厚数 nm の極薄膜が形成された．一方，陰極

いるのが観察されたが，SAM のヒロックが核となっ

表面をカルボキシ末端 SAM で修飾し，これを DNP

て凝集が進んだ可能性がある．ただし水晶振動子で測

分散液に浸漬することによっても DNP 薄膜を形成で

定した膜厚から見て，DNP は基板全面を覆うに十分

きた．その吸着量は浸漬後数分で飽和して一定となり，

な量が付着していると考えられる．

自己制限的に極薄膜が形成された．いずれの手法でも，

3. 3 吸着法で形成した DNP の電子注入特性
SAM を介して吸着した DNP を電子注入層として
用いた EOD の J-V 特性を図 14 に示す．比較のため

アルミニウム陰極表面に DNP 極薄膜を堆積すること
により，Alq3 への電子注入を顕著に増大することがで
きた．

アルミニウム蒸着膜及び SAM を形成したアルミニウ

以上の結果から DNP 極薄膜は金属電極から有機層

ムを陰極とした素子の特性も示す．陰極表面に SAM

への電子注入層として有効に作用するものと考えられ

を形成したのみでも電流が 2 桁以上増大した．SAM

る．電子注入層としての特性を発揮するためには DNP

の双極子モーメントが作用することで，電極の見か

の膜厚をできる限り薄くすることが望ましい．EPD

けの仕事関数が変化することが報告されており [29]，

では堆積時間によって任意の膜厚を形成できるが，極

SAM を形成するだけでも電荷注入促進効果が得られ

薄膜を再現性良く堆積させるためには，厳密な制御が

たものと考えられる．一方 SAM 表面に DNP を吸着

必要となる．一方 SAM への吸着では自己制限的に一

させると，更に大きな電荷注入促進効果が得られ，電

定の膜厚が堆積するが，膜厚は SAM のもつ電荷で決

流密度が 6 桁以上増大した．吸着法を用いて形成した

まるため，SAM の分子設計が必要になる．いずれの

場合でも，DNP の極薄膜が電子注入層として有効に

手法も簡易な設備を用いて室温で製膜でき，有機デバ
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イスへの応用に適していると考えられる．
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Schlapbach,

reactivity

pp.1858–1866, 2008.
[20]

Kitabatake, T. Ito, and A. Hiraki, “Electron emit-

[7]

and

trophoresis,” Diamond Rel. Materials, vol.17, no.11,

A. Hatta, K. Ogawa, N. Eimori, M. Deguchi, M.
ter device of NEA diamond thin ﬁlm,” Appl. Surf.

structure

bioconjugate probes and their collection by elec-

J. Ristein, “Diamond surfaces: familiar and amaz2006.

“The

V. Kuznetsov, and O. Shenderova, “Nanodiamond

B, vol.20, no.2, pp.624–627, 1979.

[6]

Krueger,

pp.1485–1492, 2008.
[19]

(111) - A stable negative-aﬃnity emitter,” Phys. Rev.

ing,” Applied Physics A, vol.82, no.3, pp.377–384,

A.

nanoscale diamond,” J. Mater. Chem., vol.18, no.13,

Solid Films, vol.216, no.1, pp.126–133, 1992.
D.E. Eastman, “Quantum photoyield of diamond

Y Goto, F Ohishi, K. Tanaka, and H. Usui, “Preparation of charge injection layer by electrophoresis

thetic diamond ﬁlms, E. Brillas and C.A.M. Huitle,

[5]

Y. Goto, F. Ohishi, K. Tanaka, and H. Usui, “Formation of diamond nanoparticle thin ﬁlms by elec-

献

nol., vol.206, no.22, pp.4679–4684, 2012.
[28]

E.

Chevallier,

E.

Scorsone,

and

P.

Bergonzo,

319

電子情報通信学会論文誌 2020/6 Vol. J103–C No. 6
“New sensitive coating based on modiﬁed diamond
nanoparticles for chemical SAW sensors,” Sens. Actuators B, vol.154, no.2, pp.238–244, 2011.
[29]

H. Ishii, K. Sugiyama, E. Ito, and K. Seki, “Energy level alignment and interfacial electronic structures at organic/metal and organic/organic interfaces,” Adv. Mater., vol.11, no.8, pp.605–625, 1999.

（2019 年 11 月 11 日受付，2020 年 1 月 10 日再受付，
5 月 20 日公開）

後藤

洋介

2014 東京農工大工学部有機材料化学科
卒．2016 同大学院工学研究院応用化学専
攻修士了．電気泳動法によるダイヤモンド

ナノ粒子薄膜形成の研究に従事．2016 年
より旭ダイヤモンド工業（株）．

杉本有莉子
2017 東京農工大工学部有機材料化学科
卒．2019 同大学院工学研究院応用化学専
攻修士了．吸着法によるダイヤモンドナノ
粒子薄膜形成の研究に従事．2019 年より

王子ホールディングス（株）．

大石不二夫
1963 東京都立大・理卒，鉄道技術研究

所．1987 年鉄道総合技術研究所主幹研究
員．1990 年神奈川大学理学部教授，2010
年定年退職，名誉教授．同年帝京大学教授，
青島科学技術大学（中国）客員教授．工博．
高分子材料の劣化解析・耐久性評価・寿命
予測に関する研究に従事．日本化学会会員．高分子学会フェ
ロー．プラスチック成形科工学会副会長，日本ゴム協会評議員，
マテリアルライフ学会会長など歴任．

臼井

博明

（正員）

1980 京大・工・電子卒．1985 同大大学院
工学研究科博士後期課程了，同工学部助手．
1991 年東京農工大学工学部助教授，2007

年同教授，現在に至る．1994 年マックス
プランク高分子科学研究所客員研究員．工
博．イオンを用いた材料プロセス，有機薄
膜形成，特に蒸着重合膜形成と，その光・電子物性の研究に従
事．電子情報通信学会，電気学会，応用物理学会，繊維学会各
会員．

320

