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［２］研究経過 
微小電子源を活用した超広帯域、高精細、高S/N

かつ高速なイメージングデバイスおよび表示素子等

真空ナノエレクトロニクスデバイスを実現にあたり、

高安定、低エネルギー分散、かつ、高輝度な高品質

ビームを発生する微小冷陰極の形成技術ならびにビ

ーム制御技術の確立が不可欠である。半導体を母材

とした電子源は、半導体のバンドエンジニアリング

の適用や光物性の利用により、これまでにない高機

能化が期待される。本研究では、半導体バンドエン

ジニアリングによる半導体の機能性、光物性を反映

した高品質電子ビーム源を開発すると共に、イメー

ジングデバイスを含めた真空ナノエレクトロニクス

デバイス応用、低コストビーム露光技術などに向け

たビーム制御技術の基盤を確立することを目的とし

ている。 
特に光を利用することで、これまで駆動速度を律

速する要因とされてきたエミッタ－ゲート間の容量

問題を回避できることから、本年度は、主として、

微小電子源における光機能性の活用について検討し

た。具体的には、パルスレーザ堆積法（PLD）を用

いて製作した微結晶シリコンからなるMOS型カソ

ードの光応答性の評価と、光利用効率を高めるため

の表面プラズモン共鳴を利用した新たな電子源につ

いて検討した。また、共同研究プロジェクト研究会

として、ビーム活用技術についての研究打ち合わせ、

および、共同研究の進展状況等についての研究報告

会を開催した。 
 以下に、研究会の概要を示す。 
研究打ち合わせ 
日時：２０１２年２月３日（金） 
場所：静岡大学電子工学研究所所長室 
 
共同研究プロジェクト研究会 
「イメージングデバイスの高性能化に向けた基礎技

術」 
日時：２０１２年２月３日（金） 
場所：静岡大学電子工学研究所所長室 
プログラム 
１．Opening address （三村秀典） 
２．2011年度の研究の進展（細田誠） 
３．グラフェンの物性と薄膜作製（藤田和久） 
４．nc-Si MOS冷陰極からの光パルス支援によるバ

ンチビーム発生の検討（嶋脇秀隆） 
５．Multi-gated field emitter for a micro-coloum

（三村秀典） 
６．Closing （三村秀典） 
 
［３］成果 
（３－１）研究成果 
 昨年度に引き続き、PLD法を用いて製作した微結

晶シリコンからなるMOS 型カソードの開発を行い、

電子放射の光応答性の評価を行った。また、光利用

効率を高めるため、プラズモン共鳴を利用した新た

な電子源について検討した。 
成果は以下のとおり。 

１．nc-Si MOS冷陰極の光応答性 
 He-Ne レーザ（633nm）光をメカニカルチョッ

パーによりパルス整形して素子表面側から斜め照射



 

（照射角 45°）し、光応答性を評価した（図１）。

その結果、光パルス周期に応じたパルス状の電子放

射が得られることを確認した（図２）。しかしながら、

光パルスに対するエミッションの立ち上がり、立ち

下がり時間は、いずれも800µs程度と著しく遅い応

答を示した。終端抵抗に起因する測定系のRC時定

数で律速されていることから、今後、時定数の低減

を図る。 
 
２．表面プラズモン共鳴エミッタ 
 325/266nm He-Cd レーザを光源として、直角プ

リズム上にP偏光入射に対する表面プラズモン共鳴

（SPR）条件となる厚さのアルミニウム薄膜を形成

し、原理検証実験を行った（図３）。その結果、共鳴

条件となる入射角において放射電流が極大となり

（図４）、また、放射電流と入射光強度には線形性が

あることから、SPRと表面電界増強効果に起因した

電子放射であることが確認された。 
 
（３－２）波及効果と発展性など 
本共同研究をさらに進めＮＥＤＯ等への補助金の

申請を予定している。 
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図１ 測定系 

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0

2

4

6

8

10

Time [sec]

Em
is

si
on

 C
ur

re
nt

 [n
A]

 Vg: 14 V

-2

0

2

4

Ph
ot

od
io

de
 [m

V]

図２ 光パルス応答性 

図３ 実験系 

図４ 放射電流の入射角度依存性 
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