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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
酸化還元電位が＋０．４ｅＶ〜＋１．５ｅＶの範囲にある酸化剤を１リットルあたり１
×１０‑５〜５×１０‑２モル含有するフッ化水素酸水溶液を処理溶液として用い、シリコ
ン結晶を前記処理溶液に浸漬し、前記シリコン結晶の表面に光を照射して、エッチングに
よりシリコン結晶の表面に多孔質シリコン膜を形成することを特徴とする多孔質シリコン
膜の製造方法。
【請求項２】
前記酸化剤の酸化還元電位が＋０．５ｅＶ〜＋１．０ｅＶであることを特徴とする請求
項１に記載の多孔質シリコン膜の製造方法。
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【請求項３】
前記酸化剤の酸化還元電位が＋０．５２１ｅＶ〜＋０．５６４ｅＶであることを特徴と
する請求項１に記載の多孔質シリコン膜の製造方法。
【請求項４】
前記酸化剤が、塩化銅（ＣｕＣｌ，ＣｕＣｌ２）、ヨウ素（Ｉ２）、臭素酸銀（ＡｇＢ
ｒＯ３）、硝酸銀（ＡｇＮＯ３）、ヨウ素酸カリウム（ＫＩＯ３）、臭素（Ｂｒ２）、二
クロム酸カリウム（Ｋ２Ｃｒ２Ｏ７）、及び臭素酸カリウム（ＫＢｒＯ３）からなる群か
ら選択されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の多孔質シリコン膜
の製造方法。
【請求項５】
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前記酸化剤が、塩化銅（ＣｕＣｌ，ＣｕＣｌ２）、ヨウ素（Ｉ２）、臭素酸銀（ＡｇＢ
ｒＯ３）、及び硝酸銀（ＡｇＮＯ３）からなる群から選択されることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか１項に記載の多孔質シリコン膜の製造方法。
【請求項６】
下記式（１）で与えられる電気化学ポテンシャルχ１が−４．８ｅＶ〜−５．０ｅＶの
範囲にあるフッ化水素酸水溶液又はフッ化物塩水溶液を処理溶液として用い、シリコン結
晶を前記処理溶液に浸漬し、前記シリコン結晶の表面に光を照射して、エッチングにより
シリコン結晶の表面に多孔質シリコン膜を形成することを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか１項に記載の多孔質シリコン膜の製造方法。
χ１（γ）＝−４．５＋０．０５９γ（ｅＶ）

式（１）
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式（１）中、γはフッ化水素酸水溶液又はフッ化物塩水溶液のｐＨ値である。
【請求項７】
シリコン結晶の表面に吸着した水素ガスを除去しながら前記多孔質シリコン膜を形成す
ることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の多孔質シリコン膜の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、多孔質シリコン膜の製造方法に関し、特に、処理溶液中に浸漬したシリコン
結晶に光を照射しながらエッチングを行う光アシストエッチングにより多孔質シリコン膜
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を形成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
シリコン結晶基板表面の多孔質膜が赤色発光するという発見は１９９０年にCanhamによ
ってなされた（非特許文献１を参照）。従来、多孔質シリコン膜は、半導体基板を電解質
溶液中で電気化学エッチング（陽極化成）することにより形成されていた。陽極化成では
、ｐ型シリコンの場合はシリコン基板の背面がプラス、水溶液中の白金（Ｐｔ）電極がマ
イナスとなるように電気配線する。電解質溶液としては、普通はフッ化水素酸（ＨＦ）水
溶液が用いられるが、場合によってはＨＦ水溶液にアルコール類（メタノール、エタノー
ル等）を混合することがある。アルコール類の混合は、均質な多孔質膜を得るためである
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。
【０００３】
しかしながら、陽極化成法は電解装置が必要であるという欠点を有している。第１に、
高価なＰｔ（白金）電極や直流電源回路を必要とする。第２に、これら電極や電源回路で
試料に電流を流すためには、試料の背面にオーム性電極となる金属を取り付ける必要があ
る。オーム性電極は、普通は金属をシリコン結晶の背面に真空蒸着し、その後、１０００
℃近くの温度でシンターリングして作製される。背面電極は、その形成自体が面倒なこと
はもちろん、試料の平坦性も損ねるため、その後のプロセスの観点、特に微細デバイスを
作製するときの大きなマイナス要因となる。
【０００４】
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また、陽極化成法では、電源回路によって試料表面の電位を制御して適当な濃度の正孔
を供給することで、電気化学反応による多孔質化をうながす。したがって、試料表面に電
位分布のムラがあれば、このムラを反映して、多孔質膜の厚さにムラが生じることになる
。試料表面の電位分布のムラを無くすことは困難で、特に試料サイズが大きい場合は困難
である。
【０００５】
このため、より簡便に多孔質膜を形成する方法が種々検討されてきた。陽極化成法以外
の多孔質膜を形成する方法としてはステイン（腐食）エッチング法がある。ステインエッ
チング法は、硝酸（ＨＮＯ３）を含有するフッ化水素酸（ＨＦ）の水溶液中にシリコン結
晶を浸漬して、結晶表面をエッチングで腐食させるだけの極めて簡単なものである。ＨＦ
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：ＨＮＯ３：Ｈ２Ｏ水溶液の組成比は、多くは１：３：５あるいは１：５：１０である。
【０００６】
ここで、ステインエッチング法で多孔質層が形成される原理を簡単に説明する。先ず、
フッ化水素酸水溶液中に含まれる硝酸でシリコン結晶の表面が化学酸化される。次に、こ
の結晶表面の酸化膜（ＳｉＯ２）がエッチング液中のＨＦ成分で除去される。この過程が
繰り返して進行することで、結晶表面に凹凸、すなわち多孔質層が形成されるのである。
したがって、ステインエッチング用に使われるエッチング液は、通常のシリコン結晶の化
学エッチングに使われるものと同じである。ただ、薬品の組成比を通常のシリコン結晶の
化学エッチング液と同じにすると、シリコン結晶の表面が鏡面にエッチングされて多孔質
膜が形成されないため、適当に変える必要がある。分りやすく言えば、通常のエッチング
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では使われないような、表面を荒らす組成比の液が使われることになる。
【０００７】
上記のステインエッチング法は簡便性には優れているが、多孔質膜の構造制御はほとん
ど不可能と言える。表面がただ不均一に荒れただけで、可視発光しない試料が作製される
ことも多い。ステインエッチング法に類似した方法として、光アシストエッチング法が提
案されている。光アシストエッチング法は、フッ化水素酸（ＨＦ）水溶液中にシリコン結
晶を浸漬し、上部から所定波長の光を照射するものである（非特許文献２を参照）。光ア
シストエッチング法では、光照射によりエッチング速度を制御することにより、光照射さ
れた部分に均一な厚さで多孔質膜が形成される。光照射の波長は５９０ｎｍ以上とされ、
これよりも短波長の場合には多孔質膜は形成されない。逆に、波長が１０００ｎｍ以上の
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光の場合にも、電子−正孔対が励起されないため、多孔質膜が形成されない。
【０００８】
【非特許文献１】L. T. Canham, Appl. Phys. Lett. Vol. 57, p. 1046, 1990年
【０００９】
【非特許文献２】N. Noguchi and I. Suemune, Appl. Phys. Lett. Vol. 62, pp. 1429‑1
431, 1993年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
しかしながら、従来の光アシストエッチング法では、（１）多孔質膜が形成される確率
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が悪い、（２）多孔質膜の形成に長時間必要である、（３）光照射面とは逆側の背面に多
孔質膜が形成される、という問題がある。
【００１１】
（１）の多孔質膜形成の再現性の低さは、ステインエッチングの場合と同じく、可視発
光多孔質シリコンの最初の発見者であるCanhamらの解説論文[A. G. Cullis, L. T. Canha
m, and P. D. J. Calcott, J. Appl. Phys. Vol. 82, pp. 909‑965, 1997年] でも言及さ
れている。また、（２）の多孔質膜の形成のために長時間の光照射が必要なことは、発明
者の近著論文[S. Adachi and K. Tomioka, Electrochem. Solid‑State Lett. Vol. 8, p.
G251, 2005年]での、Ｈｅ−Ｎｅレーザ光（５ｍＷ）の３時間連続照射の例や、N. Noguc
hi と I. Suemuneの論文[Appl. Phys. Lett. Vol. 62, pp. 1429‑1431, 1993年]による、
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Ｈｅ−Ｎｅレーザ光（１ｍＷ）の１時間照射の例からも明らかである。
【００１２】
（３）の光照射面とは全く逆の背面に多孔質膜が形成される事実は、O. K. Adersen, T
. Frello, and E. Vejeの論文[J. Appl. Phys. Vol. 78, pp. 6189‑6192, 1995年]にも明
記されている。この論文の著者は、光アシストエッチング法の再現性を向上させることを
目的として、前もって８０℃の水酸化カリウム（ＫＯＨ）水溶液中で３０分間ほどエッチ
ングすることを提案している。このエッチングで、その後のＨＦ水溶液中での光アシスト
エッチングで作製される多孔質シリコンの歩留まりが１００％近くに向上するとのことで
ある。
【００１３】

50

(4)

JP 4392505 B2 2010.1.6

ただし、多孔質シリコン膜が、光照射された表面ではなく、反対側の裏面に形成される
。なお、多孔質シリコン膜が、表面でなくて裏面（背面）に形成される理由として、表面
上のＨｅ−Ｎｅ（ヘリウム−ネオン）レーザ照射で生成された少数キャリア（正孔）が、
拡散によって背面に到達し、そこで正孔が関与した電気化学反応によって、多孔質膜が形
成されると説明されている。結晶の厚さをパラメーターにした実験によって、この事実が
裏付けられている。なお、我々の経験によると、多孔質膜が表面に形成されたときの大き
さは、Ｈｅ−Ｎｅレーザ光のスポットの大きさを反映して直径約１ｍｍの円形である。背
面に作製される多孔質膜の場合、形状だけではなく大きさも定まらなかった。
【００１４】
上述した光アシストエッチング法の欠点を克服すべく、N. YamamotoとH. Takaiは、エ
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ッチング水溶液としてＨＦ水溶液と過酸化水素水（Ｈ２Ｏ２）との混合液を使用すること
を提案している[Thin Solid Films Vol. 388, pp.138‑142, 2001年]。多孔質膜の作製装
置も、片側のみをエッチング液に浸漬させる方式の装置である。この装置は陽極化成法の
ものと同じである。光励起は、波長６３３ｎｍ（１８．４ｍＷ／ｃｍ２出力）のＨｅ−Ｎ
ｅレーザが使われている。
【００１５】
N. YamamotoとH. Takaiの実施例によれば、ＨＦ：Ｈ２Ｏ２＝１００：１７水溶液中で
約３０分間エッチングすることで、最大発光強度の多孔質シリコン膜が得られている。多
孔質膜作製の再現性については、Ｈ２Ｏ２を混合することで向上するかどうかの記述はな
い。我々の追試実験によれば、Ｈ２Ｏ２を混合することによって再現性が向上することは
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確認できなかった。また、試料背面を空気中にさらすことによって、多孔質膜が形成され
る確率も低下することが分かった。
【００１６】
本発明は上記問題を解決すべく成されたものであり、本発明の目的は、可視発光が可能
で膜厚の均一な多孔質シリコン膜を簡便かつ再現性よく製造する多孔質シリコン膜の製造
方法を提供することにある。この多孔質シリコン膜を用いることで、高発光効率の半導体
発光素子が提供される。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
上記目的を達成するために本発明の多孔質シリコン膜の製造方法は、酸化還元電位が＋
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‑５

０．４ｅＶ〜＋１．５ｅＶの範囲にある酸化剤を１リットルあたり１×１０

〜５×１

‑２

０

モル含有するフッ化水素酸水溶液を処理溶液として用い、シリコン結晶を前記処理

溶液に浸漬し、前記シリコン結晶の表面に光を照射して、エッチングによりシリコン結晶
の表面に多孔質シリコン膜を形成することを特徴としている。
【００１８】
酸化還元電位が＋０．４ｅＶ〜＋１．５ｅＶの範囲にある酸化剤を含有するフッ化水素
酸水溶液を処理溶液として用いて、光アシストエッチングを行うことにより、可視発光が
可能で膜厚の均一な多孔質シリコン膜を１００％の確率で形成することができる。また、
光アシストエッチングによれば、電解装置が必要な陽極化成法に比べて簡便に多孔質シリ
コン膜を形成することができる。
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【００１９】
また、本発明の方法により表面に多孔質シリコン膜が形成されたシリコン結晶と、多孔
質シリコン膜上に形成された表面電極と、シリコン結晶の裏面に形成され、表面電極と共
に多孔質シリコン膜に電流を印加する裏面電極と、を備えた半導体発光素子を作製するこ
とができる。
【００２０】
可視発光が可能で膜厚の均一な多孔質シリコン膜を発光層として用いた半導体発光素子
は、電極間に電流を印加することで発光する。特に、多孔質シリコン膜の化学酸化により
、多孔質シリコン膜と表面電極との間に酸化ケイ素薄膜を形成した半導体発光素子では、
発光効率が顕著に向上する。
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【発明の効果】
【００２１】
以上説明したように本発明によれば、可視発光が可能で膜厚の均一な多孔質シリコン膜
を、簡便かつ再現性よく製造することができる、という効果がある。また、この多孔質シ
リコン膜を用いた半導体発光素子では、高い発光効率を達成することができる、という効
果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を詳細に説明する。
【００２３】
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＜多孔質シリコン膜の作製方法＞
（光アシストエッチング法）
図１は光アシストエッチング法を説明するための図である。図１に示すように、光アシ
ストエッチング法では、容器１０に入れた処理溶液１２に平板上のシリコン結晶１４を浸
漬し、シリコン結晶１４の表面１４ａに所定波長のアシスト（励起）光１６を照射するこ
とで、シリコン結晶１４に多孔質シリコン膜１８を形成することができる。アシスト光１
６としては、波長４００ｎｍ〜９００ｎｍの可視領域から赤外領域の光が好ましい。光ア
シストエッチング法では、アシスト光１６の照射によりシリコン結晶１４の表面１４ａ近
傍に正孔が生成し、正孔が関与した電気化学反応によって多孔質シリコン膜１８が形成さ
れる。
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【００２４】
本発明の特徴は、光アシストエッチング法の処理溶液として、特定の酸化剤を含有する
フッ化水素酸（ＨＦ）水溶液を使用する点にある。特定の酸化剤とは、標準水素電極に対
する酸化還元電位（redoxポテンシャル）が＋０．４ｅＶ〜＋１．５ｅＶの酸化剤である
。反応制御が容易になる点で、酸化還元電位が＋０．５ｅＶ〜＋１．０ｅＶの範囲の酸化
剤がより好ましく、酸化還元電位が＋０．５ｅＶ近傍の酸化剤が特に好ましい。
【００２５】
特定の酸化剤としては、例えば、塩化銅（ＣｕＣｌ，ＣｕＣｌ２）、ヨウ素（Ｉ２）、
臭素酸銀（ＡｇＢｒＯ３）、硝酸銀（ＡｇＮＯ３）、ヨウ素酸カリウム（ＫＩＯ３）、臭
素（Ｂｒ２）、二クロム酸カリウム（Ｋ２Ｃｒ２Ｏ７）、臭素酸カリウム（ＫＢｒＯ３）
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等が挙げられる。この中でも、特に、塩化銅（ＣｕＣｌ，ＣｕＣｌ２）、ヨウ素（Ｉ２）
、臭素酸銀（ＡｇＢｒＯ３）、硝酸銀（ＡｇＮＯ３）が好ましい。
【００２６】
特定の酸化剤は、ＨＦ水溶液に直接溶解させるか、あるいは水溶液にしてＨＦ水溶液に
混合してもよい。また、混合割合も微量から固溶限界まで可能であるが、多孔質シリコン
膜の光刺激発光（Photoluminescence，ＰＬ）強度が大きくなるように、酸化剤の酸化力
に応じて混合割合を特定することが好ましい。当然ながら、微量過ぎると混合効果が期待
できない。逆に、多量に混合し過ぎると、単に腐食された表面が形成されてしまう。
【００２７】
例えば、ヨウ素（Ｉ２）の場合は、ヨウ素をＨＦ水溶液に飽和するまで溶解した飽和フ
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ッ化水素酸溶液でＰＬ強度が最大になる。この飽和溶液では、飽和溶液１リットル中に含
まれるヨウ素濃度は約３×１０−３モルとなる。また、ヨウ素酸カリウム（ＫＩＯ３）の
場合は、ＨＦ水溶液：ＫＩＯ３水溶液（約１０−４規定）＝１：１の混合液でＰＬ強度が
最大になる。この混合液では、混合液１リットル中に含まれるＫＩＯ３濃度は約１．４×
１０−４モルである。
【００２８】
上記の例では、処理溶液に含まれる酸化剤の量は、処理溶液１リットル当たり僅か１０
−４

〜１０−３モルという少量である。多量の酸化剤を含む場合には、光照射されない部

分もエッチングされ、腐食面のみが現れるのである。酸化剤が二クロム酸カリウム（Ｋ２
Ｃｒ２Ｏ７）の場合も同様に、ごく微量のＫ２Ｃｒ２Ｏ７をＨＦ水溶液に添加するだけで

50

(6)

JP 4392505 B2 2010.1.6

大きな効果が確認できた。Ｋ２Ｃｒ２Ｏ７の最適添加量は、ＨＦ水溶液１リットルに対し
て約１×１０−２モルである。
【００２９】
なお、特定の酸化剤の最適な濃度範囲については後述する。
【００３０】
（特定の酸化剤の作用原理）
次に、特定の酸化剤の作用原理について考察する。シリコン結晶の電子親和力χｓは−
４．０５ｅＶである。一方、ＨＦ水溶液の電気化学ポテンシャルχ１は、標準水素電極電
位および真空準位を基準として、下記式（１）で与えられる。
10

【００３１】
χ１（γ）＝−４．５＋０．０５９γ（ｅＶ）

式（１）

【００３２】
式（１）のγは、ＨＦ水溶液のｐＨ値である。例えば、濃度５０％のＨＦ水溶液のｐＨ
値は約２．３であるから、上記式（１）より５０％ＨＦ水溶液の電気化学ポテンシャルχ
１は−４．３６ｅＶとなる。なお、ＨＦ水溶液の％濃度は、重量％濃度である。
【００３３】
図２（Ａ）乃至（Ｃ）は、シリコン結晶（右側）と５０％ＨＦ水溶液（左側）とのポテ
ンシャル・バンド図である。（Ａ）は酸化剤を含有しないＨＦ水溶液（ｐＨ＝２．３）の
場合、（Ｂ）はヨウ素（Ｉ２）を含有するＨＦ水溶液（ｐＨ＝２．３）の場合、（Ｃ）は
二クロム酸カリウム（Ｋ２Ｃｒ２Ｏ７）を含有するＨＦ水溶液（ｐＨ＝２．３）の場合の
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各々について、シリコン結晶とＨＦ水溶液とのポテンシャル・バンドを示す。
【００３４】
図２（Ａ）より明らかであるが、ｎ型シリコン結晶と５０％ＨＦ水溶液（処理溶液）と
の界面は、いわゆる整流性を示すショットキー（Schottky）障壁を形成している。一方、
標準水素電極に対する酸化剤の酸化還元電位をＥｏとすると、酸化剤を含有する５０％Ｈ
Ｆ水溶液の電気化学ポテンシャルχ１は、下記式（２）で与えられる。
【００３５】
χ１＝χ１（γ＝２．３）−Ｅｏ＝−４．３６−Ｅｏ（ｅＶ）

式（２）

【００３６】
表１は、各種酸化剤試薬の酸化還元電位（Ｅｏ）と、酸化剤を含有する５０％ＨＦ（ｐ

30

Ｈ＝２．３）水溶液の電気化学ポテンシャル（χ１）とをまとめたものである。なお、酸
化還元電位Ｅｏの値は、
Raton, FL. 1993)

Handbook of Chemistry and Physics (Chemical Rubber, Boca

から転載したものである。

【００３７】
【表１】
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【００３８】
例えば、５０％ＨＦ水溶液にヨウ素（Ｉ２）を添加したとすると、ヨウ素の酸化還元電
位はＥｏ＝０．５４ｅＶで与えられるから、このヨウ素を含有するＨＦ水溶液の電気化学
ポテンシャルχ１は、上記の式（２）よりχ１＝−４．９０ｅＶとなる。
【００３９】
図２（Ａ）のＨＦ水溶液の場合には、電気化学ポテンシャルはχ１＝−４．３６ｅＶと
比較的小さいので、シリコン結晶における同一ポテンシャルは、禁制帯の中ほどに位置す
る。一方、図２（Ｂ）のヨウ素を含有するＨＦ水溶液では、シリコン結晶における同一ポ
テンシャルは、シリコンの価電子帯頂上の直ぐ上に位置する。さらに、図２（Ｃ）の二ク
ロム酸カリウムを含有するＨＦ水溶液では、二クロム酸カリウムの酸化還元電位はＥｏ＝

10

＋１．２３ｅＶで与えられるから、この二クロム酸カリウムを含有するＨＦ水溶液の電気
化学ポテンシャルχ１は、上記の式（２）よりχ１＝−５．６０ｅＶとなり、シリコン結
晶における同一ポテンシャルは、完全にシリコンの価電子帯内に位置している。
【００４０】
図２（Ａ）乃至（Ｃ）で示したバンド図の相違は、光照射によりシリコン結晶の表面に
正孔が生成される場合に、界面に蓄積される正孔数の相違として顕著に現れる。即ち、図
２（Ａ）の５０％ＨＦ水溶液の場合は、処理溶液とシリコン結晶との界面に蓄積された正
孔数は少ない。しかしながら、図２（Ｂ）のヨウ素を含有するＨＦ水溶液では、界面部に
存在するポテンシャル井戸のため、正孔がこの部分で比較的多く蓄積されることになる。
図２（Ｃ）の二クロム酸カリウムを含有するＨＦ水溶液では、二クロム酸カリウムがヨウ
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素よりも強い酸化作用を有するため、正孔がさらに多く界面に蓄積されることになる。
【００４１】
光アシストエッチング法による多孔質シリコン膜の形成機構においては、このようにし
て界面に蓄積された正孔（ｈ＋）が重要な役割を担う。即ち、光照射により正孔が生成さ
れると、正孔が関与した以下の電気化学反応が起こり、多孔質シリコン膜が形成されるの
である。
【００４２】
Si(s)+6HF(aq)+xh+ → SiF62‑(aq)+(6‑2y)H+(aq)+yH2(g)+ze‑

式（３）

【００４３】
反応式（３）中、ｘ、ｙ、ｚはｘ＋２ｙ＋ｚ＝４を満たす整数であり、ｓは固体（soli
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d）、ａｑは液体（aqueous）、そしてｇは気体（gas）を意味する。この反応式（３）か
ら分かるように、界面に蓄積される正孔（ｈ＋）の数が多いほど、多孔質シリコン膜の形
成が進む。したがって、特定の酸化剤を含有するＨＦ水溶液中で光アシストエッチングを
実施することにより、シリコン結晶の表面に１００％の確率で多孔質シリコン膜を形成す
ることが可能となるのである。
【００４４】
従来、ＨＦ水溶液や過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）を含有するＨＦ水溶液を用いた光アシスト
エッチングでは、多孔質シリコン膜を再現性よく形成することが困難であった。また、光
照射した表面よりむしろ、光照射しなかった裏面（背面）に形成されるような不可解な現
象も、頻繁に観測されていた。これに対し、本発明では、シリコン結晶の表面に１００％
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の確率で多孔質シリコン膜を形成することが可能である。また、後述する通り、強くＰＬ
発光する多孔質シリコン膜を１〜１５分間の光照射で形成することが可能である。これは
従来の光アシストエッチングの１／１０〜１／１００の照射時間である。
【００４５】
なお、上記の電気化学反応に伴い水素ガス（Ｈ２）が発生する。この水素ガスは、反応
の激しさに比例して発生することになる。シリコン結晶表面に吸着した水素ガスは、均質
な多孔質シリコン膜の形成を阻害するので、超音波洗浄装置などを用いて常に水素ガスを
除去しながら多孔質シリコン膜を形成することが好ましい。
【００４６】
図２（Ｃ）のように酸化作用の強い酸化剤を含有するＨＦ水溶液の場合、反応条件によ
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っては光照射に関係なくシリコン結晶の表面がエッチングされ、水素ガスが激しく発生す
ることがある。そのような条件下では、可視発光が可能な多孔質シリコン膜を形成するこ
とは難しい。図２（Ｃ）に示すバンド図から理解されるように、酸化作用の強い酸化剤を
過剰に含有する処理溶液では、シリコン結晶中の価電子帯電子が処理溶液中に注入される
ため、処理溶液からシリコン結晶に正孔が注入される。このため反応の制御が難しくなり
、反応条件によっては光照射に関係なくシリコン結晶の表面がエッチングされる。
【００４７】
過マンガン酸カリウム（ＫＭｎＯ４）の酸化還元電位は＋１．５１ｅＶである。酸化還
元電位がＥｏ＝＋１．２３ｅＶの二クロム酸カリウムを用いた場合（図２（Ｃ））と同じ
実験条件で、二クロム酸カリウムの代わりに酸化還元電位が＋１．５ｅＶより大きな過マ
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ンガン酸カリウムを用いた処理溶液でシリコン結晶をエッチングしたところ、光照射に関
係なく腐食エッチングが進行し、微視的な凹凸の多孔質膜は形成されず、全面が巨視的に
荒れただけのエッチング面が観測された。
【００４８】
また、酸化力がそれほど強くない酸化剤であっても、酸化剤の濃度が高くなると、光照
射に関係なくシリコン結晶の表面が平坦にエッチングされたり、マクロに荒れた多孔質と
は異なる面が形成されることもある。逆に、酸化剤の濃度が低すぎると、図２（Ａ）のＨ
Ｆ水溶液単独の場合と同様に、正孔の蓄積効率が悪くなるため、多孔質シリコン膜が形成
されなかったり、多孔質シリコン膜の形成に極端に時間がかかったりすることになる。そ
して、場合によっては、シリコン結晶の表面の正孔が拡散により裏面に到達し、そこで多
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孔質シリコン膜が形成されることもある。
【００４９】
発明者の検討結果によれば、塩化銅（ＣｕＣｌ２）、ヨウ素（Ｉ２）など、酸化還元電
位が約＋０．５ｅＶ附近の酸化剤が、非常に良好な結果を与える。これに対し、二クロム
酸カリウム（Ｋ２Ｃｒ２Ｏ７）、臭素酸カリウム（ＫＢｒＯ３）など、酸化還元電位の大
きな酸化剤では、１分以下の非常に短時間の光照射でも多孔質シリコン膜の形成が可能で
あるという利点はあるが、光照射に関係なくシリコン結晶がエッチングされる傾向にある
ため、酸化剤の最適な添加量を決定することは容易ではない。
【００５０】
ここで、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）を含有するＨＦ水溶液中では、多孔質シリコン膜を再
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現性よく形成することが困難である理由を考察する。図３（Ａ）乃至（Ｃ）は、シリコン
結晶と５０％ＨＦ水溶液とのポテンシャル・バンド図である。（Ａ）は酸化剤を含有しな
いＨＦ水溶液（ｐＨ＝２．３）の場合、（Ｂ）は過酸化水素を含有するＨＦ水溶液（ｐＨ
＝５．０）の場合、（Ｃ）は過酸化水素を含有するＨＦ水溶液（ｐＨ＝２．３）の場合の
各々について、シリコン結晶とＨＦ水溶液とのポテンシャル・バンドを示す。
【００５１】
過酸化水素を含有するＨＦ水溶液が処理溶液として優れていないことは、ポテンシャル
・バンド図で簡単に説明される。ここで重要なことは、過酸化水素の酸素（Ｏ）の酸化数
は−１であり、−１の他にも−２と０の酸化数があるので、この試薬は反応条件に応じて
酸化剤又は還元剤として働くということである。図３（Ｂ）、図３（Ｃ）は、各々、酸化
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剤、還元剤として働いた場合のバンド図である。また、図３（Ａ）は、図２（Ａ）と全く
同じく、５０％ＨＦ（ｐＨ＝２．３）水溶液のバンド図である。
【００５２】
図３（Ｃ）に示すように、過酸化水素が濃（５０％）ＨＦ水溶液中で還元剤として働く
とすると、酸化還元電位は負の値を有することになる。図３（Ｃ）ではＥｏ＝０．１６ｅ
Ｖと仮定している。一方、ｐＨが５の希ＨＦ水溶液では、過酸化水素は酸化剤として働き
、酸化還元電位をＥｏ＝＋０．３ｅＶと仮定すると、図３（Ｂ）に示すバンド図となる。
これより各液の電気化学ポテンシャルχ１は、−４．３６ｅＶ（図３（Ａ））、−４．５
ｅＶ（図３（Ｂ））、−４．２ｅＶ（図３（Ｃ））となり、いずれの電気化学ポテンシャ
ルも、図２（Ｂ）のヨウ素を含有するＨＦ水溶液のχ１＝−４．９０ｅＶに比べ相当に小
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さいことが分かる。即ち、ＨＦ水溶液に過酸化水素を添加しても、正孔の蓄積に関する顕
著な効果が期待できないことが分かる。したがって、多孔質シリコン膜を再現性よく形成
することができない。これは実験事実の示す通りである。
【００５３】
上述した通り、標準水素電極に対する酸化還元電位が＋０．４ｅＶ〜＋１．５ｅＶの特
定の酸化剤を用いることで、正孔の蓄積効率を向上させることができ、可視発光が可能な
多孔質シリコン膜を形成することができる。これに対し、過酸化水素のように酸化剤の酸
化還元電位が＋０．４ｅＶより小さいと、正孔の蓄積に関する顕著な効果が期待できず、
多孔質シリコン膜を再現性よく形成することができない。また、酸化剤の酸化還元電位が
＋１．５ｅＶより大きいと、光照射に関係なくシリコン結晶の表面がエッチングされ、均
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一な多孔質シリコン膜を形成できない。反応を制御するためには、処理溶液の電気化学ポ
テンシャルχ１が−４．８ｅＶ〜−５．０ｅＶの範囲にあることが好ましく、ＨＦ水溶液
の場合には、酸化剤の酸化還元電位は＋０．５ｅＶ〜＋１．０ｅＶの範囲がより好ましく
、＋０．５ｅＶ近傍が特に好ましい。
【００５４】
（酸化剤の濃度）
酸化剤がヨウ素（Ｉ２）の場合は、ＨＦ水溶液にヨウ素を直接入れ、その飽和ＨＦ水溶
液を処理溶液として用いれば丁度よい。飽和ＨＦ水溶液といっても、ヨウ素はもともと水
に溶解しにくく、ＨＦ水溶液にも溶解しにくいため、ごく微量のヨウ素がＨＦ水溶液に溶
解しているだけである。もちろん、ヨウ素が未飽和のＨＦ水溶液も処理溶液として使用可
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能である。同じハロゲン元素の臭素（Ｂｒ２）についても同様であるが、臭素は反応力が
ヨウ素よりも強いため、臭素の飽和ＨＦ水溶液では濃度が高すぎる傾向にある。
【００５５】
一方、ヨウ素酸カリウム（ＫＩＯ３）や二クロム酸カリウム（Ｋ２Ｃｒ２Ｏ７）は水に
溶解しやすく、またＨＦ水溶液にも溶解しやすいため、これら試薬を飽和濃度近くまでＨ
Ｆ水溶液に溶解すると濃度が高くなりすぎるため、シリコン結晶を激しくエッチングする
。したがって、ＨＦ水溶液に対するヨウ素酸カリウムや二クロム酸カリウムの最適添加濃
度は、きわめて薄い濃度領域にある。
【００５６】
上述した通り、酸化剤の濃度は多孔質シリコン膜形成の成否に大きな影響を与える。表
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２には、多孔質シリコン膜を形成した際の実験条件をまとめた。実験方法の詳細は、後述
する実施例１（キセノンランプ使用）又は実施例３（Ｈｅ−Ｎｅレーザ使用）と同じであ
るため、ここでは説明を省略する。また、表３には、表２の実験条件下での、１リットル
のエッチング水溶液に対する各種添加酸化剤の最適濃度（モル濃度）をまとめた。
【００５７】
【表２】
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【００５８】
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【表３】
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【００５９】
なお、ここで注意を要するのは、酸化剤の最適濃度値は、シリコン結晶の基板面方位、
伝導型、抵抗率、溶液の温度、照射光強度など種々の実験条件に依存することである。し
たがって、最適な濃度範囲は相当の広がりを持つことになり、概ね、処理溶液１リットル
−５

あたり１×１０
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−２

〜５×１０

モルの範囲にある。

【００６０】
また、シリコン結晶の基板面方位、伝導型、抵抗率、溶液の温度、照射光強度・波長な
ど、種々の実験条件の好適範囲は以下の通りである。まず、シリコン結晶の基板面方位は
、（１００）面や（１１１）面等、あらゆる面方位が可能である。シリコン結晶の伝導型
は、光エッチングであるためｎ型基板を使用する。処理溶液の温度は、１０〜３０℃の範
囲が好ましい。温度が高過ぎると処理溶液の蒸発損失が多くなり、温度が低過ぎると反応
が遅くなり多孔質形成に時間がかかる。照射光強度・波長は、光源としてキセノンランプ
を用いた場合には、１５０〜２５０Ｗの強度が好ましく、０．６〜０．９μｍの波長が好
ましい。
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【００６１】
（多孔質シリコン膜の製造装置）
図４乃至図６は光アシストエッチング法により多孔質シリコン膜を製造する製造装置の
構成の一例を示す概略図である。図４に示す装置は、処理溶液１２を保持する容器１０と
、アシスト光１６を生成する励起光学系２０とを備えている。容器１０は、上方に開口し
た有底容器である。励起光学系２０は、光源２２、波長フィルタ２４、及びミラー２６か
ら構成されている。この装置では、光源２２から射出された光は波長フィルタ２４に入射
する。波長フィルタ２４を選択透過した所定波長の光はミラー２６に照射され、シリコン
結晶１４の方向に反射される。反射された光は、処理溶液１２に浸漬されたシリコン結晶
１４の表面１４ａにアシスト光１６として照射される。
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【００６２】
光源２２としては、タングステン灯、キセノン灯、水銀灯等の白色光源を用いることが
できる。また、波長フィルタ２４の代わりに分光器を設け、分光器により射出光の波長を
測定してもよい。白色光源を使用することで、２ｃｍ×２ｃｍの大面積多孔質シリコン膜
の作製も容易になる。また、白色光源を複数個使用することで、１０インチ径など巨大サ
イズのシリコン基板全面に、均一な多孔質シリコン膜を形成することも、原理的には可能
である。
【００６３】
図５に示す装置は、処理溶液１２を保持する容器２８と、アシスト光１６を生成する励
起光学系２０とを備えている。上方に開口した容器２８は、容器底部に下方に開口した開
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口部２８ａを備えており、開口部２８ａを塞ぐようにシリコン結晶１４を取り付けること
で処理溶液１２を保持できるように構成されている。即ち、この装置では、シリコン結晶
１４の片側の表面１４ａだけが処理溶液１２に接触した状態で、シリコン結晶１４にアシ
スト光１６が照射される。なお、図４に示す装置と同じ構成部分には同じ符号を付して説
明を省略する。
【００６４】
図６に示す装置は、処理溶液１２を保持する容器１０と、アシスト光１６を生成する発
光ダイオード（ＬＥＤ）３０とを備えている。上記の図４及び図５に示す例では、白色光
源と波長フィルタとを含む励起光学系を用いてアシスト光１６を生成しているが、この構
成では光学系が大掛かりになり、光強度の調節も難しい。そこで、図６に示す装置では、
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特定の波長で発光する発光ダイオード３０を用いてアシスト光を生成している。なお、発
光ダイオードの代わりに、Ｈｅ−Ｎｅレーザなどの気体レーザや半導体レーザを用いるこ
ともできる。特定の波長で発光する光源を用いることで、波長フィルタ等が不要となり装
置構成が簡単になる。また、光源素子に流す電流量を変えることで、光強度も簡単に制御
できる。
【００６５】
以上説明した通り、酸化還元電位が＋０．４ｅＶ〜＋１．５ｅＶの範囲にある酸化剤を
含有するフッ化水素酸（ＨＦ）水溶液を使用して、光アシストエッチングを実施した場合
には、短時間（約１〜１５分）の光照射により、シリコン結晶の表面に、均一な膜厚の多
孔質シリコン膜を１００％の確率で形成することができる。
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【００６６】
なお、上記では、特定の酸化剤を含有するフッ化水素酸（ＨＦ）水溶液を使用して光ア
シストエッチングを実施する場合について説明したが、シリコン結晶の電子親和力χｓを
−４．０５ｅＶ、ＨＦ水溶液のｐＨ値をγとして定義される電気化学ポテンシャルχ１が
−４．８ｅＶ〜−５．０ｅＶの範囲にある場合には、適当な量の正孔が蓄積されるので、
同様にシリコン結晶の表面に均一な多孔質シリコン膜を形成することができ、可視発光が
可能である。例えば、ＮＨ４Ｆ（フッ化アンモニウム塩）等のフッ化物塩の水溶液に酸化
剤を添加した水溶液などを、エッチングの処理溶液として用いることができる。この場合
、γはＮＨ４Ｆ水溶液のｐＨである。
【００６７】
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＜半導体発光素子＞
（半導体発光素子の層構成）
次に、上記の多孔質シリコン膜を発光層として用いた半導体発光素子について説明する
。
図７（Ａ）は電界注入型の半導体発光素子（ＥＬ素子）の層構成の一例を示す断面図で
ある。このＥＬ素子は、表面に多孔質シリコン膜６０が形成されたｎ型シリコン結晶（シ
リコン基板）６２を備えている。多孔質シリコン膜６０は、上述した通り、特定の酸化剤
を含有する処理溶液中での光アシストエッチングにより形成されたものである。多孔質シ
リコン膜６０上には、ＩＴＯ電極等の透明電極が表面電極６４として所定パターンで設け
られている。シリコン結晶基板６２の裏面には、金（Ａｕ）電極、アルミニウム（Ａｌ）
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電極等の金属電極が裏面電極６６として設けられている。
【００６８】
このＥＬ素子では、表面電極６４と裏面電極６６とが交差する領域間において電極間に
直流電圧が印加される。表面電極６４を正に、裏面電極６６を負にしてバイアス電圧を印
加することにより順方向の電流が流れ、多孔質シリコン膜６０が可視発光する。このＥＬ
素子は、従来のショットキー（Schottky）ダイオードタイプのデバイス（従来型デバイス
）である。なお、図７（Ｂ）はそのエネルギーバンド図である。
【００６９】
図８（Ａ）はＥＬ素子の層構成の他の一例を示す断面図である。この例では、多孔質シ
リコン膜６０と表面電極６４との間に、多孔質シリコン膜６０の表面を化学酸化して形成
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された酸化ケイ素（ＳｉＯ２）薄膜６８が挿入されている。酸化ケイ素薄膜６８を設ける
ことで、ＥＬ素子の発光効率が顕著に向上する。
【００７０】
酸化ケイ素薄膜６８は、多孔質シリコン膜６０を形成後、ｎ型シリコン結晶６２を酸化
液中に浸漬することで、多孔質シリコン膜６０を化学酸化して形成することができる。酸
化液としては、非ＨＦ系酸（ＨＣｌ，ＨＮＯ３，ＨＢｒ，Ｈ２ＳＯ４等）と過酸化水素水
（Ｈ２Ｏ２）との混合液、又はアンモニア水（ＮＨ４ＯＨ）と過酸化水素水（Ｈ２Ｏ２）
との混合液を用いることができる。なお、図８（Ｂ）は多孔質シリコン膜６０と表面電極
６４との界面でのエネルギーバンド図である。
【００７１】
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ここで、酸化ケイ素薄膜６８を設けることで発光効率が向上する理由を説明する。従来
型デバイスでは、図７（Ｂ）に示すように、順方向にバイアスしても、ｎ型裏面電極６６
側から多数キャリアの電子が多孔質シリコン膜６０を介して表面電極６４に注入されるの
みである。表面電極６４側から、少数キャリアの正孔が多孔質シリコン膜６０が形成され
た領域に注入されない限り発光は望めない。このため、従来型デバイスの発光効率を向上
させることは難しい。
【００７２】
これに対し、図８（Ｂ）に示すように、多孔質シリコン膜６０と表面電極６４との間に
酸化ケイ素薄膜６８を介在させることで、表面電極６４からの正孔が酸化ケイ素薄膜６８
をトンネル現象で通過して多孔質シリコン膜６０領域に注入される。したがって、裏面電
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極６６側から注入された電子と、表面電極６４側から注入された正孔とが、多孔質シリコ
ン膜６０領域で再結合することで、効率のよい可視発光が観測されるのである。
【００７３】
高効率のＥＬ発光を得るためには、厚さ数ｎｍの酸化ケイ素薄膜６８を形成することが
好ましい。表面電極６４からの正孔の注入効率、すなわち正孔の酸化ケイ素薄膜６８中で
のトンネル確率を高めることで、ＥＬ発光効率が向上する。図８（Ａ）及び（Ｂ）から分
かるように、トンネル確率は、トンネル層厚が薄いほど大きく、またトンネル層の障壁高
さ（バンドギャップ）が高いほど大きい。特に、トンネル層厚が重要であり、酸化ケイ素
薄膜６８が１０ｎｍ以上になるとトンネル確率が急激に低下する。一方、酸化ケイ素薄膜
６８が薄すぎるとトンネル現象そのものが起きない。したがって、厚さ数ナノメートル位
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が最適である。
【００７４】
（半導体発光素子の製造方法）
図９（Ａ）乃至（Ｇ）は、図８（Ａ）に示すＥＬ素子の製造工程を示す図である。まず
、平板状のｎ型シリコン結晶６２を用意する（図９（Ａ））。次に、特定の酸化剤を含有
する処理溶液中での光アシストエッチング法により、ｎ型シリコン結晶６２の片面に多孔
質シリコン膜６０を形成する（図９（Ｂ））。次に、多孔質シリコン膜６０が形成された
ｎ型シリコン結晶６２を酸化液中に浸漬し、多孔質シリコン膜６０の表面を化学酸化して
厚さ数ｎｍの酸化ケイ素薄膜６８を形成する（図９（Ｃ））。
【００７５】
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次に、ｎ型シリコン結晶６２の裏面に、金（Ａｕ）等からなる裏面電極６６を形成する
（図９（Ｄ））。その後、酸化ケイ素薄膜６８の表面にフォトレジスト７０で電極形成の
ためのパターニングを行う（図９（Ｅ））。そして、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）膜７２
を真空蒸着する（図９（Ｆ））。最後に、リフトオフで表面電極６４をパターニングし、
表面電極６４及び裏面電極６６からリード線７４を引き出して、半導体発光素子が完成す
る（図９（Ｇ））。以上の製造工程により、可視発光が可能な電界注入型の半導体発光素
子を再現性よく作製することができる。
【００７６】
上述した通り、高効率のＥＬ発光を得るためには、酸化ケイ素薄膜（酸化膜）６８の厚
さは数ｎｍ（１ｎｍ〜１０ｎｍ）が好ましく、１ｎｍ〜５ｎｍの酸化膜厚がより好ましい
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。数ナノメートルの厚さの酸化膜を再現性よく堆積させることは、スパッタリングなど通
常の技術では非常に難しく、コストも高い。しかしながら、化学作用による酸化膜の堆積
方法は、簡便かつ低コストである。この方法では、多孔質シリコン膜６０を形成後、ｎ型
シリコン結晶６２を酸化液中に浸漬することで、多孔質シリコン膜６０を化学酸化して酸
化膜を形成することができる。浸漬時間が長くなっても、酸化膜厚がある値で飽和し、過
度に厚くなることはない。飽和酸化膜厚も、化学薬品液の温度を変えることで、簡単に制
御することができる。
【００７７】
図１０は硫酸（Ｈ２ＳＯ４）系の酸化液に浸漬して作製した酸化膜の膜厚（酸化膜厚）
と浸漬時間との関係を示すグラフである。図１０は、シリコン結晶を硫酸（Ｈ２ＳＯ４）
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系の化学薬品（酸化液）に浸漬させた時間に対する、酸化膜厚をプロットしたものである
。酸化液の温度は８０℃である。図１０より明らかであるが、酸化膜厚は浸漬後約２分で
飽和値を示す。塩酸（ＨＣｌ）と過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）との混合液（液温８０℃）や、
アンモニア（ＮＨ４ＯＨ）と過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）との混合液（液温８０℃）でも、図
１０と同じ傾向を示した。
【００７８】
酸化膜の膜厚の飽和値は酸化液の温度と関係し、温度が高ければ高いほど、酸化膜厚が
厚くなる。数ナノメートルの厚さの酸化膜を形成するために、酸化液の温度は４０〜１２
０℃が好ましく、６０〜９０℃がより好ましい。なお、ここでの酸化膜厚は、分光エリプ
ソメトリーにより測定した値である。一般に、十数オングストローム（０〜２ｎｍ）ほど
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の薄い酸化膜厚を、正確に測定することは難しい。分光エリプソメトリーは酸化膜だけで
なく、試料表面上のミクロな凹凸にも敏感である。したがって、図１０に示すグラフ縦軸
の酸化膜厚値には若干の誤差がある。
【００７９】
以上説明したとおり、特定の酸化剤を含有するフッ化水素酸（ＨＦ）水溶液を使用して
光アシストエッチングを実施し、シリコン結晶の表面に形成した多孔質シリコン膜を発光
層として用いた半導体発光素子では、可視発光が可能である。また、多孔質シリコン膜と
表面電極との間に厚さ数ｎｍの薄い酸化膜を挿入することで、半導体発光素子の発光効率
が顕著に向上する。化学酸化により多孔質シリコン膜上に薄い酸化膜を簡単に堆積可能で
あり、酸化膜厚の制御も酸化液の温度を変えるだけで簡単にできる。
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【実施例】
【００８０】
以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
【００８１】
＜多孔質シリコン膜の作製装置（１）＞
図１１に実施例１、２及び比較例１の多孔質シリコン膜の作製に用いた装置の構成を示
す。この装置は、処理溶液を保持するテフロン（登録商標）製の有底容器４０、最大出力
３００Ｗのキセノンランプ４２、波長６００ｎｍ以上の光を透過するシャープカットフィ
ルタ４４、及び可視光のみを反射し熱線を透過するコールドミラー４６を備えている。こ
の装置では、キセノンランプ４２から射出された光はシャープカットフィルタ４４に入射
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する。シャープカットフィルタ４４を透過した波長６００ｎｍ以上の光はコールドミラー
４６に照射され、可視光のみが処理溶液４８に浸漬されたシリコン結晶５０の方向に反射
される。反射された光は、シリコン結晶５０の表面５０ａにアシスト光５２として照射さ
れる。
【００８２】
（実施例１）
ヨウ素（Ｉ２）を５０％ＨＦ水溶液に飽和するまで溶解して飽和フッ化水素酸溶液を調
整し、処理溶液として使用した。この飽和溶液では、処理溶液１リットル中に含まれるヨ
ウ素濃度は約３×１０−３モルとなる。ヨウ素の酸化還元電位Ｅｏは０．５４ｅＶ、ヨウ
素を含有するＨＦ水溶液の電気化学ポテンシャルχ１は４．９０ｅＶとなる。
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【００８３】
上述した作製装置（図１１）の底面直径が約５．５ｃｍの円筒状容器に、処理溶液を深
さ約３ｃｍになるまで容れた。基板面方位を（１００）面とする２ｃｍ×２ｃｍ（厚さ０
．４ｍｍ）の平板状のｎ型シリコン単結晶を、片面が容器の底部に接するように処理溶液
中に浸漬した。処理溶液の温度は２０℃とした。
【００８４】
処理溶液中に浸漬したシリコン結晶の表面全面に、キセノンランプから２００Ｗ出力の
光を５分間照射して、光アシストエッチングを行った。シリコン結晶の表面が深い青色に
変色し、多孔質シリコン膜の形成が肉眼で確認された。この多孔質シリコン膜が形成され
たシリコン結晶を、実施例１の試料とした。段差膜厚計（Taylor‑Hobson社製）により測
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定された多孔質シリコン膜の膜厚は約４００ｎｍであった。複数箇所について同様の方法
で膜厚を測定することにより、多孔質シリコン膜の膜厚がほぼ均一であることが確認され
た。
【００８５】
（比較例１）
過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）を含有するＨＦ水溶液を処理溶液として用いた以外は、実施例
１と同じ条件で光アシストエッチングを行った。過酸化水素を含有するＨＦ水溶液は、発
明者が見出した多孔質シリコン膜の最適形成条件の、２３％ＨＦ水溶液：Ｈ２Ｏ２＝４０
：５の混合液である。過酸化水素の酸化還元電位Ｅｏを−０．１６ｅＶとすると、過酸化
水素を含有するＨＦ水溶液の電気化学ポテンシャルχ１は−４．２ｅＶとなる。

20

【００８６】
光アシストエッチングによりシリコン結晶の表面が茶色に変色し、多孔質シリコン膜の
形成が肉眼で確認された。この多孔質シリコン膜が形成されたシリコン結晶を、比較例１
の試料とした。段差膜厚計（Taylor‑Hobson社製）により多孔質シリコン膜の膜厚を測定
した結果、形成された多孔質シリコン膜は約１００ｎｍ（０．１μｍ）以下の非常に薄い
膜であることが分かった。
【００８７】
なお、過酸化水素を含有するＨＦ水溶液では、光照射を長時間（３０分〜２時間）行っ
ても多孔質層の厚さが増すことはなく、逆に薄くなったり、あるいは、光照射されていな
い背面に不規則にできたりすることもあった。

30

【００８８】
＜ＰＬ強度の測定＞
実施例１及び比較例１で得られた試料を用いて、多孔質シリコン膜のＰＬ強度を測定し
た。
【００８９】
ＰＬ強度の測定は、波長３２５ｎｍのＨｅ−Ｃｄレーザ（４５ｍＷ出力、金門電気（株
）製）を励起光源として用い、波長３２５ｎｍのレーザ光を多孔質シリコン膜に照射して
、発光を励起した。回折格子分光器（日本分光（株）製）によりフォトルミネッセンスの
発光スペクトルを得て、ペルチェ素子冷却型光電子増倍管（浜松フォトニクス（株）製）
を用いてＰＬ強度を測定した。測定は室温（２０℃）で行った。

40

【００９０】
図１２は多孔質シリコン膜のＰＬ強度を示すグラフである。縦軸は任意目盛でのＰＬ強
度を表し、横軸は光エネルギーを表す。実線（ａ）はヨウ素を含有する５０％ＨＦ水溶液
中で形成した多孔質シリコン膜（実施例１）のＰＬ強度を示し、点線（ｂ）は過酸化水素
を含有するＨＦ水溶液中で形成した多孔質シリコン膜（比較例１）のＰＬ強度を示す。両
者を比較すれば分かるように、実施例１に係る多孔質シリコン膜のＰＬ強度は、比較例１
に係る多孔質シリコン膜のＰＬ強度に比べて約３０倍強い。また、実施例１に係る多孔質
シリコン膜の発光スペクトルは、一般の陽極化成法で形成された多孔質シリコン膜の発光
スペクトルとほぼ同じである。
【００９１】
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＜多孔質シリコン膜表面の観察＞
実施例１及び比較例１で得られた試料を用い、多孔質シリコン膜表面の金属顕微鏡写真
を下記に示す条件で撮影した。
【００９２】
ニコン（株）製の金属顕微鏡「OPTIPHOT」を用い、撮像部にはオリンパス（株）製のデ
ィジタルカメラ「CAMEDIA SP‑350」を用いて、１００倍の倍率で金属顕微鏡写真を撮影し
た。
【００９３】
図１３（Ａ）はヨウ素を含有する５０％ＨＦ水溶液中で作製した多孔質シリコン膜（実
施例１）の金属顕微鏡写真であり、図１３（Ｂ）は過酸化水素を含有するＨＦ水溶液中で

10

作製した多孔質シリコン膜（比較例１）の金属顕微鏡写真である。肉眼でも、実施例１の
試料の表面は深い青色であり、比較例１に係る試料の表面はごく薄い茶色であることが確
認された。比較例１に係る試料では、多孔質シリコン膜が金属光沢のままでシリコン結晶
表面上に堆積しているように見える。これらの相違は、実施例１の試料に形成された多孔
質シリコン膜が、比較例１の試料に形成された多孔質シリコン膜より厚いことを示す。な
お、図１２に示す結果からも分かるように、比較例１で形成された多孔質シリコン膜は薄
く、ＰＬ強度が弱かった。
【００９４】
（実施例２）
ヨウ素酸カリウム（ＫＩＯ３）を含有するＨＦ水溶液を処理溶液として用いた以外は、

20

実施例１と同じ条件で光アシストエッチングを行った。ヨウ素酸カリウムを含有するＨＦ
水溶液は、５０％ＨＦ水溶液：ＫＩＯ３水溶液（３×１０−４Ｎ）＝１：１の混合液であ
る。この飽和溶液では、ＨＦ水溶液１００ミリリットル中に含まれるヨウ素酸カリウム濃
度は約６×１０−４グラムとなる。ヨウ素酸カリウムの酸化還元電位Ｅｏは１．０８５ｅ
Ｖ、ヨウ素酸カリウムを含有するＨＦ水溶液の電気化学ポテンシャルχ１は−５．４５ｅ
Ｖとなる。
【００９５】
光アシストエッチングによりシリコン結晶の表面が深い青色に変色し、多孔質シリコン
膜の形成が肉眼で確認された。この多孔質シリコン膜が形成されたシリコン結晶を、実施
例２の試料とした。段差膜厚計（Taylor‑Hobson社製）により測定された多孔質シリコン
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膜の膜厚は約４００ｎｍであった。複数箇所について同様の方法で膜厚を測定することに
より、多孔質シリコン膜の膜厚がほぼ均一であることが確認された。
【００９６】
実施例２に係る多孔質シリコン膜のＰＬ強度及び発光スペクトルは、図１２に示した実
施例１に係る多孔質シリコン膜のＰＬ強度及び発光スペクトルと略同じであった。また、
実施例２に係る試料の表面に形成された多孔質シリコン膜の金属顕微鏡写真を図１４に示
す。
【００９７】
これらの結果から分かるように、酸化還元電位が＋０．４ｅＶ〜＋１．５ｅＶの範囲に
ある酸化剤を含有するフッ化水素酸（ＨＦ）水溶液を使用して、光アシストエッチングを

40

実施した場合（実施例１、２）には、短時間（約５分）の光照射により、シリコン結晶の
表面に均一な厚さの多孔質シリコン膜が１００％の確率で形成された。また、形成された
多孔質シリコン膜のＰＬ強度は高く、陽極化成法で作製された多孔質シリコン膜とほぼ同
じ発光スペクトルを示した。
【００９８】
一方、酸化還元電位が＋０．４ｅＶより低い過酸化水素を含有するフッ化水素酸（ＨＦ
）水溶液を使用して、光アシストエッチングを実施した場合（比較例１）には、光照射を
長時間行っても多孔質層の厚さが増すことはなく、表面に多孔質シリコン膜が形成されな
い場合もあった。また、形成された多孔質シリコン膜のＰＬ強度は極めて低かった。
【００９９】
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＜多孔質シリコン膜の作製装置（２）＞
図１５に実施例３の多孔質シリコン膜の作製に用いた装置の構成を示す。この装置は、
処理溶液を保持するテフロン（登録商標）製の有底容器４０、及びスポット直径が約１ｍ
ｍのＨｅ−Ｎｅレーザ（最大出力２Ｗ）５４を備えている。この装置では、Ｈｅ−Ｎｅレ
ーザ５４から射出されたレーザ光が、処理溶液４８に浸漬されたシリコン結晶５０の表面
５０ａにアシスト光５２として照射される。これにより、シリコン結晶５０の表面５０ａ
に約１ｍｍ直径の多孔質シリコン膜が作製される。
【０１００】
（実施例３）
ヨウ素酸カリウム（ＫＩＯ３）を５０％ＨＦ水溶液（ｐＨ＝２．３）に２種類の濃度で

10

溶解して飽和フッ化水素酸溶液を調整し、第１処理溶液、第２処理溶液として使用した。
第１処理溶液は、１００ミリリットルの５０％ＨＦ水溶液に０．６ｇのＫＩＯ３を溶解さ
せた溶液である。第２処理溶液は、５０％ＨＦ水溶液：ＫＩＯ３水溶液（３×１０−４Ｎ
）＝１：１の混合液であり、１００ミリリットルの溶液中に６×１０−４ｇのＫＩＯ３を
含有している。
【０１０１】
上述した作製装置（図１５）の底面直径が約５．５ｃｍの円筒状容器に、処理溶液を深
さ約３ｃｍになるまで容れた。基板面方位を（１００）面とする２ｃｍ×２ｃｍ（厚さ０
．４ｍｍ）の平板状のｎ型シリコン単結晶を、片面が容器の底部に接するように処理溶液
中に浸漬した。処理溶液の温度は２０℃とした。
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【０１０２】
光アシストエッチングによりシリコン結晶の表面が変色し、多孔質シリコン膜の形成が
肉眼で確認された。ＫＩＯ３をより多く含有する第１処理溶液を用いて形成されたシリコ
ン結晶を、実施例３の試料（１）とした。この試料の多孔質部の厚さを段差膜厚計（Tayl
or‑Hobson社製）で測定することを試みたが、表面が非常に荒れていて正確には測定でき
なかった。また、ＫＩＯ３含有量の少ない第２処理溶液を用いて形成されたシリコン結晶
を、実施例３の試料（２）とした。段差膜厚計により測定された多孔質シリコン膜の膜厚
は約１００ｎｍであった。
【０１０３】
なお、ＫＩＯ３の添加量をさらに増加させた処理溶液では、処理溶液中に浸漬したシリ

30

コン結晶の表面全体が強くステインエッチングされ、光照射された部分と他の部分との区
別がつかなくなった。このシリコン結晶を、実施例３の試料（３）とした。
【０１０４】
＜多孔質シリコン膜表面の観察＞
実施例３で得られた試料（１）及び（２）を用い、多孔質シリコン膜表面の金属顕微鏡
写真を下記に示す条件で撮影した。
【０１０５】
ニコン（株）製の金属顕微鏡「OPTIPHOT」を用い、撮像部にはオリンパス（株）製のデ
ィジタルカメラ「CAMEDIA SP‑350」を用いて、５０倍の倍率で金属顕微鏡写真を撮影した
40

。
【０１０６】
図１６（Ａ）はＫＩＯ３を多く含有する第１処理溶液中で作製した多孔質シリコン膜（
実施例３の試料（１））の金属顕微鏡写真であり、図１６（Ｂ）はＫＩＯ３含有量の少な
い第２処理溶液中で作製した多孔質シリコン膜（実施例３の試料（２））の金属顕微鏡写
真である。
【０１０７】
試料（１）では、光アシストエッチングによりシリコン結晶の光照射された部分に多孔
質シリコン膜が形成されるだけでなく、光照射されなかった部分もステインエッチングさ
れて白濁していることが確認された。一方、試料（２）では、光アシストエッチングによ
りシリコン結晶の光照射された部分にだけ綺麗な多孔質膜が形成され、光照射されなかっ
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た部分はほとんど変化がなかった。
【０１０８】
＜ＰＬ発光の観測＞
実施例３で得られた試料（１）乃至（３）を用いて多孔質シリコン膜のＰＬ発光を確認
した。
【０１０９】
波長３２５ｎｍのＨｅ−Ｃｄレーザ（４５ｍＷ出力、金門電気（株）製）を励起光源と
して用い、波長３２５ｎｍのレーザ光を多孔質シリコン膜に照射して、ＰＬ発光を励起し
た。回折格子分光器（日本分光（株）製）によりフォトルミネッセンスの発光スペクトル
を得て、ペルチェ素子冷却型光電子増倍管（浜松フォトニクス（株）製）を用いてＰＬ強

10

度を測定した。測定は室温（２０℃）で行った。
【０１１０】
試料（１）及び（２）では、光照射された丸い多孔質部分ではＰＬ発光が観測されたが
、光照射されていない部分では発光が全く観測されなかった。ＫＩＯ３を過剰に含有する
処理溶液中で作製された試料（３）では、ＰＬ発光は全く観測されなかった。
【０１１１】
実施例３の結果から分かるように、酸化剤の濃度が多孔質シリコン膜形成の成否に大き
な影響を与える。ヨウ素酸カリウム（ＫＩＯ３）は水に溶解しやすく、またＨＦ水溶液に
も溶解しやすいため、これら試薬を飽和濃度近くまでＨＦ水溶液に溶解すると濃度が高く
なりすぎるため、シリコン結晶を激しくエッチングする。したがって、ＨＦ水溶液に対す
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るヨウ素酸カリウムの最適添加濃度は、きわめて薄い濃度領域にある。
【０１１２】
（実施例４）
実施例１と同様にして、ヨウ素（Ｉ２）の飽和フッ化水素酸溶液を処理溶液として使用
し、シリコン結晶の表面に多孔質シリコン膜を形成した。ｎ型シリコン結晶の表面には、
膜厚約４００ｎｍの略均一な多孔質シリコン膜が形成された。次に、多孔質シリコン膜が
形成されたｎ型シリコン結晶を、温度約６５℃の酸化液中に１分間浸漬し、多孔質シリコ
ン膜の表面を化学酸化して酸化ケイ素薄膜を形成した。Ｈ２ＳＯ４：Ｈ２Ｏ２：Ｈ２Ｏ＝
３：１：１水溶液を調整し、酸化液として使用した。多孔質膜上の酸化膜厚は、分光エリ
プソメータでの測定は不可能であるが、１〜２ｎｍの間と推定される。

30

【０１１３】
ｎ型シリコン結晶の裏面に、インジウム（Ｉｎ）電極をアロイで形成した。酸化ケイ素
薄膜の表面にフォトレジストで電極形成のためのパターニングを行い。厚さ８ｎｍの金（
Ａｕ）膜を真空蒸着して、リフトオフで表面電極をパターニングした。表面電極及び裏面
電極からリード線を引き出し、ＥＬ素子を作製した。
【０１１４】
得られたＥＬ素子を用いて、７５Ｈｚのパルス電圧を印加し、多孔質シリコン膜のＥＬ
発光を確認した。注入電流密度は１２０ｍＡ／ｃｍ２とした。ＥＬ強度の測定は、回折格
子分光器（日本分光（株）製）により発光スペクトルを得て、ペルチェ素子冷却型光電子
増倍管（浜松フォトニクス（株）製）を用いてＥＬ強度を測定した。測定は室温（２０℃
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）で行った。図１７（Ａ）に示すように、このＥＬ素子の発光スペクトルは約２ｅＶに発
光ピークを有している。なお、縦軸は任意目盛でのＥＬ発光強度を表し、横軸は光エネル
ギー（ｅＶ）を表す。
【０１１５】
比較のために、図１７（Ｂ）に、酸化膜を設けない従来型デバイスでの多孔質シリコン
膜のＰＬ発光の様子を示す。この図は、N. YamamotoとH. Takai Thin Solid Films Vol.
388, pp.138‑142, 2001年から転載したものである。従来型デバイスの多孔質シリコン膜
は、エッチング水溶液としてＨＦ水溶液と過酸化水素水（Ｈ２Ｏ２）との混合液を使用し
て形成されたものである。ＥＬ光の励起には、波長６３３ｎｍ（１８．４ｍＷ／ｃｍ２出
力）のＨｅ−Ｎｅレーザが使用されている。
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【０１１６】
これらの結果から分かるように、従来型デバイスと、多孔質シリコン膜と表面電極との
間に酸化膜を挿入した実施例４に係るＥＬ素子とを比べると、両者のノイズレベルは明確
に異なり、実施例４に係るＥＬ素子の方がノイズレベルが小さい。注入電流密度も、従来
型デバイスは２３００ｍＡ／ｃｍ２であるのに対して、実施例４に係るデバイスの方は、
１２０ｍＡ／ｃｍ２と低電流密度でスペクトル測定が可能であった。発光効率は電流密度
と密接に関係しており、実施例４に係るデバイスの方が、従来型デバイスよりも発光効率
が明らかに高い。
【図面の簡単な説明】
10

【０１１７】
【図１】光アシストエッチング法を説明するための図である。
【図２】（Ａ）乃至（Ｃ）はシリコン結晶とＨＦ水溶液とのポテンシャル・バンド図であ
る。
【図３】（Ａ）乃至（Ｃ）はシリコン結晶とＨＦ水溶液とのポテンシャル・バンド図であ
る。
【図４】多孔質シリコン膜を製造する製造装置の構成の一例を示す概略図である。
【図５】多孔質シリコン膜を製造する製造装置の構成の他の一例を示す概略図である。
【図６】多孔質シリコン膜を製造する製造装置の構成の他の一例を示す概略図である。
【図７】（Ａ）は半導体発光素子の層構成の一例を示す断面図であり、（Ｂ）はそのエネ
ルギーバンド図である。
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【図８】（Ａ）は半導体発光素子の層構成の一例を示す断面図であり、（Ｂ）はそのエネ
ルギーバンド図である。
【図９】（Ａ）乃至（Ｇ）は半導体発光素子の製造工程を示す図である。
【図１０】酸化膜の膜厚（酸化膜厚）と浸漬時間との関係を示すグラフである。
【図１１】実施例の多孔質シリコン膜の作製に用いた装置の構成を示す図である。
【図１２】多孔質シリコン膜のＰＬ強度を示すグラフである。
【図１３】（Ａ）はヨウ素を含有するＨＦ水溶液中で作製した多孔質シリコン膜の金属顕
微鏡写真であり、（Ｂ）は過酸化水素を含有するＨＦ水溶液中で作製した多孔質シリコン
膜の金属顕微鏡写真である。
【図１４】ヨウ素酸カリウムを含有するＨＦ水溶液中で作製した多孔質シリコン膜の金属
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顕微鏡写真である。
【図１５】実施例の多孔質シリコン膜の作製に用いた装置の構成を示す図である。
【図１６】（Ａ）はヨウ素酸カリウムを多く含有する処理溶液中で作製した多孔質シリコ
ン膜の金属顕微鏡写真であり、図１６（Ｂ）はヨウ素酸カリウム含有量の少ない処理溶液
中で作製した多孔質シリコン膜の金属顕微鏡写真である。
【図１７】（Ａ）及び（Ｂ）はＥＬ素子の発光スペクトルを示す線図である。
【符号の説明】
【０１１８】
１０

容器

１２

処理溶液

１４
１４ａ

40

シリコン結晶
表面

１６

アシスト光

１８

多孔質シリコン膜

２０

励起光学系

２２

光源

２４

波長フィルタ

２６

ミラー

２８

容器

２８ａ

開口部
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(19)
３０
４０

発光ダイオード
有底容器

４２

キセノンランプ

４４

シャープカットフィルタ

４６

コールドミラー

４８

処理溶液

５０

シリコン結晶

５０ａ

表面

５２

アシスト光

５４

Ｈｅ−Ｎｅレーザ

６０

多孔質シリコン膜

６２

シリコン結晶

６４

表面電極

６６

裏面電極

６８

酸化ケイ素薄膜

７０

フォトレジスト

７２

ＩＴＯ膜

７４

リード線
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