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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも、基板と、当該基板上に陽極酸化アルミナ膜とを具備する構造体であって、
当該陽極酸化アルミナ膜に形成されているナノホールが前記基板まで貫通し、前記基板
がナノホールの底部に露出しており、
前記ナノホールの底部に露出している前記基板の表面は、酸化膜が除去された、基板の
清浄表面であって、
前記陽極酸化アルミナ膜は、６００℃以上、１２００℃以下の温度で、熱処理されてい
ることを特徴とする構造体。
【請求項２】
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前記陽極酸化アルミナ膜は、水素分圧が１３３Ｐａ以下である不活性ガス雰囲気中、ま
たは水素分圧が１３３Ｐａ以下である真空中で、６００℃以上、１２００℃以下の温度で
、熱処理されていることを特徴とする請求項１に記載の構造体。
【請求項３】
前記陽極酸化アルミナ膜は、水素分圧が１３３Ｐａ以下であって、且つ、酸素分圧が１
３３Ｐａ以下である不活性ガス雰囲気中、または水素分圧が１３３Ｐａ以下であって、且
つ、酸素分圧が１３３Ｐａ以下である真空中で、６００℃以上、１２００℃以下の温度で
、熱処理されていることを特徴とする請求項１に記載の構造体。
【請求項４】
前記陽極酸化アルミナ膜は、３０℃における、１．１６wt％フッ化水素酸中の腐食速度
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が、１２０ｎｍ／分以下であることを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の構
造体。
【請求項５】
前記陽極酸化アルミナ膜は、赤外分光スペクトルにおいて、波数１４００〜１６００ｃ
ｍ−１での吸収帯が欠失してい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
構造体。
【請求項６】
前記陽極酸化アルミナ膜は、赤外分光スペクトルにおいて、波数１１００から１２００
ｃｍ−１での吸収帯が欠失していることを特徴とする請求項１〜４のいずれか１項に記載
の構造体。
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【請求項７】
前記基板は、単結晶基板であ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
構造体。
【請求項８】
前記基板は、ＩＩ−ＶＩ族化合物半導体、ＩＩＩ−Ｖ族化合物半導体およびＩＶ族元素
を含む半導体からなる群より選択される少なくとも１つの半導体を含むことを特徴とする
請求項１〜６のいずれか１項に記載の構造体。
【請求項９】
前記ナノホールに半導体または金属が埋め込まれていることを特徴とする請求項１〜８
のいずれか１項に記載の構造体。
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【請求項１０】
前記半導体または金属は、ナノホールの底部で前記基板に直接接しており、基板から、
配向性を有するように結晶成長していることを特徴とする請求項９に記載の構造体。
【請求項１１】
前記半導体は、ＩＩ−ＶＩ族化合物半導体、ＩＩＩ−Ｖ族化合物半導体およびＩＶ族元
素を含む半導体からなる群より選択される少なくとも１つの半導体であることを特徴とす
る請求項９または１０に記載の構造体。
【請求項１２】
前記金属は、Ｖ（バナジウム）、Ｃｒ（クロム）、Ｍｎ（マンガン）、Ｆｅ（鉄）、Ｃ
ｏ（コバルト）、及びＮｉ（ニッケル）からなる群より選択される少なくとも１つの元素
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を含むことを特徴とする請求項９または１０に記載の構造体。
【請求項１３】
請求項１１に記載の構造体を含むことを特徴とする半導体素子。
【請求項１４】
請求項１２に記載の構造体を含むことを特徴とする磁気記録媒体。
【請求項１５】
少なくとも、基板と、当該基板上に陽極酸化アルミナ膜とを具備する構造体であって、
当該陽極酸化アルミナ膜に形成されているナノホールが前記基板まで貫通し、前記基板
がナノホールの底部に露出しており、
前記ナノホールの底部に露出している前記基板の表面は、酸化膜が除去された、基板の
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清浄表面であることを特徴とする構造体の製造方法であって、
基板上に形成されたアルミニウム膜またはアルミニウムを主成分として含む合金膜を、
前記ナノホールが前記基板に到達するまで陽極酸化し陽極酸化アルミナ膜に転換する陽極
酸化工程と、
得られた陽極酸化アルミナ膜のナノホール底部に存在する底部バリア層を、エッチング
により除去する底部バリア層除去工程と、
底部バリア層が除去された陽極酸化アルミナ膜を６００℃以上、１２００℃以下の温度
で熱処理する熱処理工程と、
熱処理後にエッチングにより、前記ナノホール底部に存在する基板の酸化膜を除去し、
ナノホール底部に基板の清浄表面を露出させる基板酸化膜除去工程と
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を含むことを特徴とする構造体の製造方法。
【請求項１６】
前記熱処理工程は、酸素分圧が１３３Ｐａ以下であって、且つ、水素分圧が１３３Ｐａ
以下である不活性ガス雰囲気中、または酸素分圧が１３３Ｐａ以下であって、且つ、水素
分圧が１３３Ｐａ以下である真空中で行われることを特徴とする請求項１５に記載の構造
体の製造方法。
【請求項１７】
さらに、前記陽極酸化工程の前に、基板上にアルミニウム膜またはアルミニウムを主成
分として含む合金膜を形成するアルミニウム膜形成工程を含むことを特徴とする請求項１
５または１６に記載の構造体の製造方法。
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【請求項１８】
さらに、前記ナノホールに半導体または金属を埋め込む、充填物質埋め込み工程を含む
ことを特徴とする請求項１５〜１７のいずれか１項に記載の構造体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、陽極酸化アルミナ膜を具備する構造体およびその製造方法並びにその利用に
関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
アルミニウムを酸性電解液中で陽極酸化することにより形成される、陽極酸化アルミナ
膜は、膜面に垂直なナノオーダーのサイズを有するナノホールが規則的に配列した構造を
有する。このナノホールに半導体、磁性体、有機物等種々の物質を埋め込むことにより、
規則的な配列を有する柱状のナノ構造体の作製が可能となることから、陽極酸化アルミナ
膜の様々な分野での応用が試みられている。特に、かかるポーラスアルミナ膜のナノホー
ル中に磁性体や半導体を埋め込み、垂直磁気記録媒体や発光素子等の機能素子として利用
しようという試みが活発になされている（例えば、非特許文献１、２参照。）。
【０００３】
例えば、磁気デイスクなどの磁気記録媒体においては、記録密度の高密度化に対応する
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垂直磁気記録方式が採用されようとしている。将来の垂直磁気記録媒体の面記録密度は１
．５×１０１１ビット／ｃｍ２（１テラ（１×１０１２）ビット／平方インチ）に達する
ことが予想されており、それに対応可能な磁区のサイズは２５ｎｍ程度以下である。垂直
磁気記録媒体としては、強磁性体の連続薄膜が有力候補であるが、連続薄膜では磁区サイ
ズを均一に数十ナノメートル程度にそろえることが困難である。これを実現するには、個
々の磁区がそれぞれ分離した磁性ナノ構造体となったものが最も制御性が高い。そのため
に、陽極酸化アルミナ膜を用いて強磁性ナノ粒子やナノ細線を同一平面上に二次元配列し
た磁気記録媒体の形成が盛んに検討されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２−１７５６２１公報（平成１４年（２００２）６月２１日公
開）
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【非特許文献１】Journal of Applied Physics, vol.73, 1993年,p.5391
【非特許文献２】Applied Physics Letters, vol.83, 2003年,p.3347
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、陽極酸化アルミナ膜を利用する従来の磁気記録媒体や発光素子等の性能
は未だ十分であるとはいえない。例えば、磁気記録媒体における最大の課題は垂直磁気異
方性を持たせることが困難な点であり、より具体的には基板に対して垂直な磁場下での保
磁力を大きくすることが困難な点である。また、陽極酸化アルミナ膜に形成されるナノホ
ール配列を鋳型として強磁性体を埋め込み、これにより形成される強磁性微細構造体を磁
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気記録媒体に用いた場合には、ナノホール密度（ナノホールの面密度）が高々３×１０１
０

個／ｃｍ２（２００ギガ（２×１０１１）個／平方インチ）程度以下であるという問題

があったため、それ以上の磁気記録密度の向上は困難である。このような問題点を解決し
、磁気記録媒体や発光素子等の性能を向上するには、ナノホール内部に埋め込まれた物質
の結晶性を制御することや、ナノホールの面密度を向上することや、磁性体の保磁力を大
きくするためにナノホールの形状を制御することが必要である。
【０００５】
ナノホールの内部に埋め込まれた物質の結晶性を制御するためには、単結晶基板から結
晶方位情報を得て直接に磁性体や半導体を単結晶成長させることが望ましい。前記特許文
献１では、磁性体が充填された陽極酸化アルミナ膜を有する磁気記録媒体において、充填
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された磁性体が均一で結晶配向性を有する垂直磁気記録媒体を提供するために、陽極酸化
アルミナ膜と、基板との間に、下地電極層を配置することが提案されている。しかし、陽
極酸化アルミナ膜に形成されているナノホールが前記基板まで貫通し、前記基板がナノホ
ールの底部に露出しているような構造体を提供することができれば、かかる下地電極層を
配置しなくても、結晶性の基板から直接に種々の磁性体や半導体のナノ構造体を成長させ
ることができる。
【０００６】
しかしナノホールの配列を維持したまま、基板の清浄表面をナノホール底部に露出させ
ることは非常に困難である。図１９（ａ）に示すように、基板１０１上に形成された例え
ばアルミニウム膜を、酸性電解液中で陽極酸化すると、規則的な細孔１０２を有する陽極

20

酸化アルミナ膜１０３が成長し、一方でアルミニウム膜１０４が薄くなっていく。図１９
（ｂ）は陽極酸化が進んで、陽極酸化アルミナ膜１０３が基板１０１に達した状態を示し
ている。図１９（ｂ）に示すように、ナノホール１０２底部には、底部バリア層と呼ばれ
るアモルファスのアルミナ層１０５が残っている。かかる底部バリア層１０５を除去する
方法としては、通常リン酸とクロム酸との混合溶液等によるエッチングが用いられる。
【０００７】
しかし、エッチングにより底部バリア層を除去し、ナノホールを基板まで貫通させても
、下地の基板表面が酸化されて数ｎｍの酸化膜が残存する。この酸化膜の存在は、磁性体
や半導体が基板から結晶方位情報を得て配向性を有するように結晶成長することを妨げる
ため大きな問題となる。またこの酸化膜を除去するためにフッ化水素酸によるエッチング
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を行うと、ナノホールの間のアルミナ隔壁もエッチングされ、ナノホール配列が崩れてし
まう。
【０００８】
したがって、ナノホールの配列を維持したままで、基板の酸化膜を除去し、ナノホール
底部に基板の清浄表面を露出させることが強く望まれている。
【０００９】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その課題は、ナノホールの配列
を維持したままで、基板の酸化膜を除去し、ナノホール底部に基板の清浄表面を露出させ
ることにより、高結晶性を有するナノロッド配列構造を形成するための、陽極酸化アルミ
ナ膜を具備する構造体を提供することである。さらにかかる構造体の内部に磁性体や半導
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体を充填した高性能な磁気記録媒体や発光素子等の機能性素子を提供することである。
【００１０】
また、本発明の他の課題は、陽極酸化アルミナ膜に形成されるナノホールの面密度を約
３×１０１０個／ｃｍ２（２×１０１２個／平方インチ）以上とすることにより、ナノホ
ール配列を鋳型として強磁性体を埋め込み、これにより形成される強磁性ナノ構造体を磁
気記録媒体に用いる場合において、磁気記録密度が向上した、高性能な磁気記録媒体を提
供することである。また、ナノ磁性構造体の形状及び構造を制御することにより、ナノホ
ール配列を鋳型として強磁性体を埋め込み、これにより形成される強磁性ナノ構造体を磁
気記録媒体に用いる場合において、磁性体の保磁力が向上した、高性能な磁気記録媒体を
提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明にかかる構造体は、上記課題を解決するために、少なくとも、基板と、当該基板
上に陽極酸化アルミナ膜とを具備する構造体であって、当該陽極酸化アルミナ膜に形成さ
れているナノホールが前記基板まで貫通し、前記基板がナノホールの底部に露出しており
、前記ナノホールの底部に露出している前記基板の表面は、酸化膜が除去された、基板の
清浄表面であることを特徴としている。
【００１２】
本発明にかかる構造体では、上記陽極酸化アルミナ膜は、水素分圧が１３３Ｐａ以下で
ある不活性ガス雰囲気中、または水素分圧が１３３Ｐａ以下である真空中で、６００℃以
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上、１２００℃以下の温度で、熱処理されていることが好ましい。
【００１３】
また、前記陽極酸化アルミナ膜は、水素分圧が１３３Ｐａ以下であって、且つ、酸素分
圧が１３３Ｐａ以下である不活性ガス雰囲気中、または水素分圧が１３３Ｐａ以下であっ
て、且つ、酸素分圧が１３３Ｐａ以下である真空中で、６００℃以上、１２００℃以下の
温度で、熱処理されていることがより好ましい。
【００１４】
また、前記陽極酸化アルミナ膜は、熱処理により、酸化膜に対する腐食効果を有する溶
液中における腐食速度が、熱処理前の４２％以下であるように改変されていることが好ま
しい。
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【００１５】
また、前記陽極酸化アルミナ膜は、３０℃における、１．１６wt％フッ化水素酸中の腐
食速度が、１２０ｎｍ／分以下であることが好ましい。
【００１６】
本発明にかかる構造体では、上記陽極酸化アルミナ膜は、赤外分光スペクトルにおいて
、波数１４００〜１６００ｃｍ−１での吸収帯が欠失しているものであることが好ましい
。
【００１７】
また、前記陽極酸化アルミナ膜は、赤外分光スペクトルにおいて、波数１１００から１
２００ｃｍ−１での吸収帯が欠失しているものであってもよい。

30

【００１８】
本発明にかかる構造体では、前記基板は、単結晶基板であることが好ましい。また、前
記基板は、ＩＩ−ＶＩ族化合物半導体、ＩＩＩ−Ｖ族化合物半導体およびＩＶ族元素を含
む半導体からなる群より選択される少なくとも１つの半導体を含むことがより好ましい。
【００１９】
本発明にかかる構造体では、前記ナノホールに半導体または金属が埋め込まれているこ
とが好ましい。また、前記半導体または金属は、ナノホールの底部で前記基板に直接接し
ており、基板から配向性を有するように結晶成長していることがより好ましい。
【００２０】
また、前記半導体は、ＩＩ−ＶＩ族化合物半導体、ＩＩＩ−Ｖ族化合物半導体およびＩ
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Ｖ族元素を含む半導体からなる群より選択される少なくとも１つの半導体であることが好
ましい。また、本発明にかかる半導体素子は、前記構造体を含むことを特徴としている。
【００２１】
また、前記金属は、Ｖ（バナジウム）、Ｃｒ（クロム）、Ｍｎ（マンガン）、Ｆｅ（鉄
）、Ｃｏ（コバルト）、及びＮｉ（ニッケル）からなる群より選択される少なくとも１つ
の元素を含むことが好ましい。また、本発明にかかる磁気記録媒体は、前記構造体を含む
ことを特徴としている。
【００２２】
本発明にかかる構造体の製造方法は、上記課題を解決するために、少なくとも、基板と
、当該基板上に陽極酸化アルミナ膜とを具備する構造体であって、当該陽極酸化アルミナ
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膜に形成されているナノホールが前記基板まで貫通し、前記基板がナノホールの底部に露
出しており、前記ナノホールの底部に露出している前記基板の表面は、酸化膜が除去され
た、基板の清浄表面であることを特徴とする構造体の製造方法であって、基板上に形成さ
れたアルミニウム膜またはアルミニウムを主成分として含む合金膜を、前記ナノホールが
前記基板に到達するまで陽極酸化し陽極酸化アルミナ膜に転換する陽極酸化工程と、得ら
れた陽極酸化アルミナ膜のナノホール底部に存在する底部バリア層を、エッチングにより
除去する底部バリア層除去工程と、底部バリア層が除去された陽極酸化アルミナ膜を６０
０℃以上、１２００℃以下の温度で熱処理する熱処理工程と、熱処理後にエッチングによ
り、前記ナノホール底部に存在する基板の酸化膜を除去し、ナノホール底部に基板の清浄
表面を露出させる基板酸化膜除去工程とを含むことを特徴としている。
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【００２３】
本発明にかかる構造体の製造方法では、前記熱処理工程は、酸素分圧が１３３Ｐａ以下
であって、且つ、水素分圧が１３３Ｐａ以下である不活性ガス雰囲気中、または酸素分圧
が１３３Ｐａ以下であって、且つ、水素分圧が１３３Ｐａ以下である真空中で行われるこ
とが好ましい。
【００２４】
また、本発明にかかる構造体の製造方法は、さらに、前記陽極酸化工程の前に、基板上
にアルミニウム膜またはアルミニウムを主成分として含む合金膜を形成するアルミニウム
膜形成工程を含んでいてもよい。
【００２５】
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また、本発明にかかる構造体の製造方法は、さらに、前記ナノホールに半導体または金
属を埋め込む、充填物質埋め込み工程を含んでいてもよい。
【００２６】
本発明にかかる磁気記録媒体は、上記課題を解決するために、陽極化成アルミナ膜（陽
極酸化アルミナ膜）を母材として、この母材に強磁性ナノ構造体が同一平面上に面密度１
．５×１０１１個／ｃｍ２（１×１０１２個／平方インチ）以上の密度で埋め込まれた構
造であることを特徴としている。
【００２７】
本発明にかかる磁気記録媒体では、前記強磁性ナノ構造体は、（高さ／直径）のアスペ
クト比の平均値が２以上の微細な柱状構造であることが好ましい。
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【００２８】
本発明にかかる磁気記録媒体の製造方法は、前記陽極化成アルミナ膜の形成処理におい
て、処理剤として希釈シュウ酸もしくは希釈硫酸、またさらにはそれらの混合液を主成分
とする溶液を用い、陽極酸化電圧が一定電圧で７Ｖ以下の工程を用いることを特徴として
いる。
【発明の効果】
【００２９】
本発明にかかる構造体は、以上のように、前記ナノホールの底部に露出している前記基
板の表面は、酸化膜が除去された、基板の清浄表面である構成を備えているので、基板と
して単結晶基板を用いた場合に、ナノホール内で、当該単結晶基板から直接種々の磁性体
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や半導体のナノ構造体を成長させることができる。それゆえ、ナノホール内部に埋め込ま
れた物質の結晶性を制御することが可能となり、磁気記録媒体や発光素子等の性能を向上
することが可能となるという効果を奏する。
【００３０】
また、本発明にかかる構造体の製造方法は、以上のように、底部バリア層が除去された
陽極酸化アルミナ膜を６００℃以上、１２００℃以下の温度で熱処理する熱処理工程と、
熱処理後にエッチングにより、前記ナノホール底部に存在する基板の酸化膜を除去し、ナ
ノホール底部に基板の清浄表面を露出させる基板酸化膜除去工程とを含む構成を備えてい
るので、陽極酸化アルミナ膜の耐食性が向上し、陽極酸化アルミナ膜は腐食されないが基
板の酸化膜は腐食される選択的エッチングが可能となる。それゆえ、ナノホールの配列を
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維持したまま、基板の清浄表面をナノホール底部に露出させることが可能となる。
【００３１】
また、本発明にかかる磁気記録媒体は、以上のように、上記母材に強磁性ナノ構造体が
同一平面上に面密度１．５×１０１１個／ｃｍ２（１×１０１２個／平方インチ）以上の
密度で埋め込まれた構成を備えているので、基板上に形成した陽極化成アルミナ薄膜を母
材として埋め込み形成した強磁性ナノ構造体を用いて、記録密度１．５×１０１１ビット
／ｃｍ２（１テラビット／平方インチ）以上かつ高保磁力の磁気記録媒体の形成が実現可
能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
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〔実施の形態１〕
本発明の一実施形態について図１ないし図８に基づいて説明すると以下の通りであるが
、本発明はこれに限定されるものではない。
【００３３】
（１）本発明の構造体
本発明にかかる構造体を、図１に基づいて説明する。図１は、本発明にかかる構造体の
一例を示す模式図であり、図１（ａ）は平面図、図１（ｂ）は図１（ａ）のＡ−Ａ線矢視
断面図である。なお、図１中、スケールバーは、１００ｎｍを示す。図１に示す本発明の
一例である構造体は、基板１と、当該基板１上に陽極酸化アルミナ膜２とを具備する構造
体であって、当該陽極酸化アルミナ膜２に形成されているナノホール３が前記基板１まで
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貫通し、前記基板１がナノホール３の底部に露出しており、前記ナノホール３の底部に露
出している前記基板１の表面は、酸化膜が除去された、基板の清浄表面となっている。
【００３４】
以下に、本発明の構造体について、（１−１）陽極酸化アルミナ膜、（１−２）基板、
（１−３）他の物質が埋め込まれた構造体、（１−４）構造体の利用の順に説明する。
【００３５】
（１−１）陽極酸化アルミナ膜
上記陽極酸化アルミナ膜２は、基板１上に形成されたアルミニウム膜またはアルミニウ
ムを主成分として含む合金膜を、酸性電解液中で陽極酸化することにより得られる膜であ
ればよい。かかる陽極酸化アルミナ膜２は、アルミニウムと酸素とを主成分として含むが
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、陽極酸化アルミナ膜としての機能を妨げない限り、他の元素を含んでいてもよい。陽極
酸化アルミナ膜２には、多数の円柱状のナノホール３が、基板１表面に対し略垂直に形成
されている。また、多数のナノホール３は規則的に形成されており、各ナノホールは略等
間隔で互いに平行に配列している。
【００３６】
本発明にかかる構造体では、上記ナノホール３は、前記基板まで貫通し、前記基板１が
ナノホール３の底部に露出し、前記ナノホール３の底部に露出している前記基板１の表面
は、酸化膜が除去された、基板の清浄表面となっている。すなわち、本発明の構造体では
、ナノホール底部には、陽極酸化によりナノホール底部に残る底部バリア層も、下地の基
板表面が酸化されて残存する数ｎｍの酸化膜も除去されて、基板の清浄面が露出している
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。
【００３７】
上記の構成によれば、前記ナノホール３の底部に基板の清浄表面が露出しているため、
基板として単結晶基板を用いた場合に、ナノホール内で、当該単結晶基板から直接種々の
磁性体や半導体のナノ構造体を成長させることができる。それゆえ、ナノホール内部に埋
め込まれた物質の結晶性を制御することが可能となり、磁気記録媒体や発光素子等の性能
を向上することが可能となるという効果を奏する。
【００３８】
このように、ナノホール３の配列を維持したまま、基板１の清浄表面をナノホール３底
部に露出させることは非常に困難である。上述したように、例えばエッチングにより底部
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バリア層を除去し、ナノホール３を基板１まで貫通させても、下地の基板表面が酸化され
て数ｎｍの酸化膜が残存する。この酸化膜の存在は、ナノホール３に埋め込んだ磁性体や
半導体が、基板から結晶方位情報を得て配向性を有するように結晶成長することを妨げる
ため大きな問題となる。またこの酸化膜を除去するためにフッ化水素酸によるエッチング
を行うと、ナノホール３の間のアルミナ隔壁もエッチングされ、ナノホール配列が崩れて
しまう。本発明にかかる構造体では、かかる問題点を解決するために、陽極酸化アルミナ
膜２が熱処理により改変されている。これにより、陽極酸化アルミナ膜２の耐食性が向上
し、陽極酸化アルミナ膜２は腐食されないが基板１の酸化膜は腐食される選択的エッチン
グが可能となる。それゆえ、ナノホール３の配列を維持したまま、基板１の清浄表面をナ
ノホール底部に露出させることが可能となる。
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【００３９】
ここで、上記熱処理は、６００℃以上の温度で行なえばよいが、７００℃以上の温度で
行なうことがより好ましく、８００℃以上の温度で行なうことがさらに好ましく、９００
℃以上の温度で行なうことが特に好ましい。６００℃以上の温度で、熱処理することによ
り、陽極酸化アルミナ膜の耐食性が向上するため、ナノホールの配列の維持を容易とする
ことができる。また、温度が高いほど陽極酸化アルミナ膜の耐食性を向上させることがで
きるが、上記熱処理は、１２００℃以下の温度で行なうことが好ましく、１０００℃以下
の温度で行なうことがより好ましい。かかる温度より低い温度で熱処理を行なうことによ
り熱による基板の変形等を回避することができる。
【００４０】
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また、上記熱処理は、水素分圧が１３３Ｐａ以下である不活性ガス雰囲気中、または水
素分圧が１３３Ｐａ以下である真空中で行なわれることが好ましい。あるいは上記熱処理
は、水素濃度が１％以下である不活性ガス雰囲気中、または真空中で行なわれることが好
ましい。これにより、陽極酸化アルミナ膜の還元を防止することができる。すなわち、こ
れにより、陽極酸化アルミナ膜と基板との境界部分で還元によりアルミニウムが析出する
ことを防止することができる。
【００４１】
さらに、上記熱処理は、酸素分圧が１３３Ｐａ以下であって、且つ、水素分圧が１３３
Ｐａ以下である不活性ガス雰囲気中、または酸素分圧が１３３Ｐａ以下であって、且つ、
水素分圧が１３３Ｐａ以下である真空中で行なわれることが好ましい。あるいは上記熱処
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理は、酸素濃度が１％以下であって、且つ、水素濃度が１％以下である不活性ガス雰囲気
中、または真空中で行なわれることが好ましい。これにより、陽極酸化アルミナ膜の還元
や、基板の酸化による酸化膜の増加を防止することができる。すなわち、酸素分圧をかか
る範囲とすることにより、基板の酸化膜がより厚くなることを防止することができる。ま
た、水素分圧をかかる範囲とすることにより、陽極酸化アルミナ膜と基板との境界部分で
還元によりアルミニウムが析出することを防ぐことができる。
【００４２】
また、上記不活性ガスは、特に限定されるものではないが、例えば、Ｈｅ（ヘリウム）
、Ｎｅ（ネオン）、Ａｒ（アルゴン）、Ｋｒ（クリプトン）、Ｘｅ（キセノン）、Ｒｎ（
ラドン）等を挙げることができる。
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【００４３】
上述したように、本発明にかかる構造体では、陽極酸化アルミナ膜２は、熱処理により
、耐食性が向上するように改変されている。ここで、上記陽極酸化アルミナ膜は、熱処理
により、酸化膜に対する腐食効果を有する溶液中における腐食速度が、熱処理前の４２％
以下であるように改変されていることが好ましく、２７％以下であるように改変されてい
ることがより好ましい。腐食速度が上記のように改変されることにより、ナノホール３の
配列を維持したまま、基板１の清浄表面をナノホール底部に露出させることが可能となる
。
【００４４】
ここで、酸化膜に対する腐食効果を有する溶液とは、特に限定されるものではないが、
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フッ化水素酸（フッ化水素溶液）、フッ化アンモニウム溶液、水酸化カリウム溶液、硝酸
、硫酸、またはこれらの混合溶液等を挙げることができる。
【００４５】
図２は熱処理した上記陽極酸化アルミナ膜を３０℃において、１．１６wt％フッ化水素
酸中でエッチングしたときの、腐食速度の熱処理温度依存性を示すグラフである。ここで
腐食速度とは、単位時間あたりに腐食により削られた陽極酸化アルミナ膜の厚みをいう。
腐食速度は、陽極酸化アルミナ膜を３０℃において、１．１６wt％フッ化水素酸に浸漬し
、浸漬前後のナノホール３の半径の差を浸漬時間で除することにより求められる。上述し
たように、陽極酸化アルミナ膜２の耐食性が向上し、基板１の酸化膜の選択的エッチング
が可能になるには６００℃以上で熱処理することが好ましい。図２に示されるように、６
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００℃で熱処理した陽極酸化アルミナ膜の腐食速度は１２０ｎｍ／分、７００℃で熱処理
した陽極酸化アルミナ膜の腐食速度は５０ｎｍ／分、８００℃で熱処理した陽極酸化アル
ミナ膜の腐食速度は１０ｎｍ／分である。
【００４６】
このことから、上記陽極酸化アルミナ膜２は、３０℃における、１．１６wt％フッ化水
素酸中の腐食速度が、１２０ｎｍ／分以下であることが好ましく、５０ｎｍ／分であるこ
とがより好ましく、１０ｎｍ／分であることがさらに好ましい。上記陽極酸化アルミナ膜
の腐食速度がかかる範囲内にあることにより、上記ナノホール３の腐食を防止し、上記基
板の酸化膜のエッチングを選択的に行なうことが可能となる。
【００４７】
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また、シュウ酸を含む溶液中で陽極酸化されることにより形成された、上記陽極酸化ア
ルミナ膜２は、そのフーリエ変換赤外線吸収スペクトル（ＦＴ−ＩＲスペクトル）におい
て、波数１４００〜１６００ｃｍ−１での吸収帯が欠失している。図７は、シュウ酸を含
む溶液中で陽極酸化されることにより形成された、上記陽極酸化アルミナ膜のＦＴ−ＩＲ
スペクトル測定の結果を示す図である。図７中（ａ）は、陽極酸化アルミナ膜を９００℃
で熱処理した本発明にかかる構造体の一例（詳細は後述する実施例１参照）におけるＦＴ
−ＩＲスペクトルを示し、図７中（ｂ）は、陽極酸化アルミナ膜を５００℃で熱処理した
構造体の一例におけるＦＴ−ＩＲスペクトルを示し、図７中（ｃ）は、陽極酸化アルミナ
膜を熱処理しない構造体の一例におけるＦＴ−ＩＲスペクトルを示す。図７に示すように
、本発明の構造体では陽極酸化アルミナ膜は波数１４００〜１６００ｃｍ−１に顕著な吸

30

収帯が認められない。これに対して、陽極酸化アルミナ膜を５００℃で処理した構造体や
熱処理しない構造体では１５８０ｃｍ−１と１４８０ｃｍ−１に吸収帯が認められる。
【００４８】
このように、上記陽極酸化アルミナ膜２は、シュウ酸を含む溶液中で陽極酸化されるこ
とにより形成される陽極酸化アルミナ膜である場合、赤外分光スペクトルにおいて、波数
１４００〜１６００ｃｍ−１での吸収帯が欠失していることが好ましい。
【００４９】
上記陽極酸化アルミナ膜２は、赤外分光スペクトルにおいて、熱処理を行なっていない
場合や５００℃以下で熱処理を行った場合と比較して、波数１５８０ｃｍ−１近傍と１４
８０ｃｍ−１近傍での吸収帯が欠失している。波数１５８０ｃｍ−１近傍と１４８０ｃｍ
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−１

近傍での吸収帯は、カルボキシル基によるものであると考えられる。このことから、

この近傍での吸収帯の欠失は陽極酸化アルミナ膜に残留している陽極酸化で用いられたシ
ュウ酸が熱処理により除去されたためであると考えられる。このように、本発明の構造体
の陽極酸化アルミナ膜２では、熱処理により、陽極酸化に用いられた酸性電解液の成分が
除去されていることが好ましい。
【００５０】
また、リン酸を含む溶液中で陽極酸化されることにより形成された、上記陽極酸化アル
ミナ膜２は、そのＦＴ−ＩＲスペクトルにおいて、波数１１００〜１２００ｃｍ−１での
吸収帯が欠失している。図１８は、リン酸を含む溶液中で陽極酸化されることにより形成
された、上記陽極酸化アルミナ膜のＦＴ−ＩＲスペクトル測定の結果を示す図である。図
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１８中（ａ）は、陽極酸化アルミナ膜を９００℃で熱処理した本発明にかかる構造体の一
例（詳細は後述する実施例１参照）におけるＦＴ−ＩＲスペクトルを示し、図１８中（ｂ
）は、陽極酸化アルミナ膜を熱処理しない構造体の一例におけるＦＴ−ＩＲスペクトルを
示す。図１８に示すように、本発明の構造体では陽極酸化アルミナ膜は波数１１００〜１
２００ｃｍ−１に顕著な吸収帯が認められない。これに対して、比較例では１１５０ｃｍ
−１

近傍に吸収帯が認められる。

【００５１】
このように、上記陽極酸化アルミナ膜２は、リン酸を含む溶液中で陽極酸化されること
により形成される陽極酸化アルミナ膜である場合、赤外分光スペクトルにおいて、波数１
１００〜１２００ｃｍ−１での吸収帯が欠失していることが好ましい。
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【００５２】
上記陽極酸化アルミナ膜２は、赤外分光スペクトルにおいて、熱処理を行なっていない
場合と比較して、波数１１５０ｃｍ−１近傍での吸収帯が欠失している。
【００５３】
なお、図１は、本発明の構造体の一例を示すものであり、本発明の構造体はこれに限定
されるものではない。例えば、ナノホール３は円柱状に限られるものではなく、柱状であ
れば断面の形状は特に限定されるものではない。ナノホール３の断面の形状は、例えば、
三角形、四角形、六角形等であってもよい。また、図１では、ナノホール３は、三角格子
上に配列しているが、ナノホールの配置はこれに限定されるものではない。ナノホールの
配置は、例えば、規則的な突起配列を有する器具を用いて、陽極酸化前の膜にくぼみを形
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成し、かかるくぼみをナノホール形成の開始点とすること等により制御することができる
。
【００５４】
また、ナノホールの直径は、通常、数ｎｍ〜数百ｎｍ程度であるが、２ｎｍ〜５０ｎｍ
であることがより好ましい。これにより、高密度磁気記録が可能となる。また、各ナノホ
ール間の間隔は、各ナノホールの中心間の間隔は、数ｎｍから数百ｎｍ程度であるが、５
ｎｍから１００ｎｍであることがより好ましい。これにより、例えば、記録密度の高密度
化に対応する垂直磁気記録媒体を提供することが可能となる。なお、ナノホールの直径や
ナノホール間の間隔は、陽極酸化の条件を変化させることにより制御可能である。
【００５５】
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また、ナノホールの深さ、すなわち陽極酸化アルミナ膜の膜厚は、例えば１０ｎｍ〜１
０μｍであればよいが、特に限定されるものではなく、使用用途により適宜選択すること
ができる。なお、ナノホールの深さは、陽極酸化するアルミニウム膜またはアルミニウム
を主成分として含む合金膜の膜厚であるので、これらの膜の形成時に所望の膜厚とすれば
よい。
【００５６】
（１−２）基板
上記基板１は、特に限定されるものではないが、単結晶基板であることが好ましい。こ
れにより、前記ナノホール３の底部に単結晶基板の清浄表面が露出しているため、ナノホ
ール内で、当該単結晶基板から直接種々の磁性体や半導体のナノ構造体を成長させること
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ができる。それゆえ、ナノホール内部に埋め込まれた物質の結晶性を制御することが可能
となり、磁気記録媒体や発光素子等の性能を向上することが可能となるという効果を奏す
る。
【００５７】
上記基板１は、特に限定されるものではなく、例えば、ニッケル、銅、金等の金属、半
導体、グラファイト等を挙げることができるが、中でも上記基板は、ＩＩ−ＶＩ族化合物
半導体、ＩＩＩ−Ｖ族化合物半導体およびＩＶ族元素を含む半導体からなる群より選択さ
れる少なくとも１つの半導体を含んでいることが好ましい。したがって、上記基板は上記
半導体のうちの１つを含んでいてもよいし、複数の半導体の組み合わせで含んでいてもよ
い。また、上記基板は、上記半導体以外に他の材料を含んでいてもよい。複数の半導体ま
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たは／および上記他の材料を含む場合には、これらは積層されていてもよい。また、上記
基板の厚さは特に限定されるものではなく、用途に応じて適宜選択すればよい。
【００５８】
ここで、上記ＩＩ−ＶＩ族化合物半導体は、Ｚｎ、Ｈｇ、Ｃｄ、ＭｇおよびＢｅから成
る群より選ばれる少なくとも一種のＩＩ族元素と、Ｏ、Ｓ、ＳｅおよびＴｅからなる群よ
り選ばれる少なくとも一種のＶＩ族元素とからなる化合物半導体であれば特に限定される
ものではない。したがって、２種類の元素を含むものであってもよいし、３種類以上の複
数の元素を含むものであってもよい。
【００５９】
上記ＩＩ−ＶＩ族化合物半導体としては、具体的には、例えば、ＺｎＯ、ＺｎＳ、Ｚｎ
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Ｓｅ、ＺｎＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＢｅＳ、
ＢｅＳｅ、ＢｅＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ等を挙げることができる。もちろん、上記ＩＩ−
ＶＩ族化合物半導体は、これに限定されるものではなく、３種類以上の複数の元素を含む
ものであってもよい。また、上記基板には、ＩＩ−ＶＩ族化合物半導体が複数種類含まれ
ていてもよい。
【００６０】
また、上記ＩＩＩ−Ｖ族化合物半導体は、Ｂ、Ａｌ、ＧａおよびＩｎから成る群より選
ばれる少なくとも一種のＩＩＩ族元素と、Ｎ、Ｐ、ＡｓおよびＳｂからなる群より選ばれ
る少なくとも一種のＶ族元素とからなる化合物半導体であれば特に限定されるものではな
い。したがって、２種類の元素を含むものであってもよいし、３種類以上の複数の元素を
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含むものであってもよい。
【００６１】
上記ＩＩＩ−Ｖ族化合物半導体としては、具体的には、例えば、ＢＮ、ＢＰ、ＢＡｓ、
ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、
ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ等を挙げることができる。もちろん、上記ＩＩＩ−Ｖ族化合
物半導体は、これに限定されるものではなく、３種類以上の複数の元素を含むものであっ
てもよい。また、上記基板には、ＩＩＩ−Ｖ族化合物半導体が複数種類含まれていてもよ
い。
【００６２】
上記ＩＶ族元素としては、ＳｉおよびＧｅからなる群より選ばれる少なくとも一種のＩ
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Ｖ族元素であれば特に限定されるものではない。
【００６３】
基板に以上のような半導体を用いることにより、陽極酸化時にアルミニウム膜またはア
ルミニウムを主成分として含む合金膜へ基板から電流を供給することができる。また、上
記半導体を用いれば大きな単結晶を比較的容易に得ることができ、その単結晶基板上では
高結晶性、高配向性を有する物質の成長が可能になる。
【００６４】
（１−３）他の物質が埋め込まれた構造体
本発明の構造体は、少なくとも、基板と、陽極酸化アルミナ膜とを具備していればよい
が、当該陽極酸化アルミナ膜に形成されているナノホールに、さらに他の物質が埋め込ま
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れているものも本発明の構造体に含まれる。ここで、他の物質とは、特に限定されるもの
ではなく、金属、半導体、有機物、半金属、セラミックス等であればよいが、中でも上記
他の物質は半導体または金属であることがより好ましい。
【００６５】
上記の構成によれば、規則的な配列を有する柱状のナノ構造体の作製が可能となる。そ
れゆえ、特に、前記ナノホール中に磁性体や半導体を埋め込む場合、垂直磁気記録媒体や
発光素子等の機能素子として利用することが可能となる。
【００６６】
ナノホールに埋め込まれている上記他の物質は、単一の物質であってもよいし、複数の
物質であってもよい。また、上記他の物質が複数の物質である場合には、当該複数の物質
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は、ナノホールに均質に埋め込まれていてもよいし、ナノホール内で積層構造を有する形
で埋め込まれていてもよい。
【００６７】
上記他の物質が上記ナノホールに埋め込まれた本発明の構造体では、上記他の物質はナ
ノホール底部に露出している基板の清浄表面上に埋め込まれている。そのため、上記他の
物質はナノホールの底部で上記基板に直接接している。これにより、基板として単結晶基
板を用いる場合、上記他の物質を、基板からの結晶方位情報に基づいて結晶成長させるこ
とが可能となる。
【００６８】
また、上記他の物質は、上記のように、基板から配向性を有するように結晶成長してい
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ることが好ましい。ここで上記他の物質は基板から配向性を有するように結晶成長してい
ればよいが、結晶性が高いことが好ましく、単結晶成長していることがより好ましい。こ
れにより、結晶配向性を有するナノ構造体を得ることができる。それゆえ、かかるナノ構
造体を用いる磁気記録媒体や、発光素子等の機能素子の性能を向上させることが可能とな
る。すなわち、磁気記録媒体では、例えば垂直磁気異方性を向上させることができ、また
、発光素子では、例えば、発光出力を向上させることができる。
【００６９】
また、埋め込んだ物質を基板結晶上にヘテロエピタキシャル成長させるためには、基板
と埋め込む物質の結晶構造が同じであることが好ましく、さらに格子不整合が１０％以下
であることが好ましい。かかる基板と埋め込む物質との組み合わせとしては、例えば、Ａ
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ｌＧａＡｓ／ＧａＡｓ、ＧａＩｎＡｓ／ＩｎＰ、ＧａＩｎＰＡｓ／ＩｎＰ、ＧａＩｎＡｓ
Ｓｂ／ＧａＳｂ、ＧａＩｎＡｓＳｂ／ＩｎＡｓ等を挙げることができる。なお、これらの
組み合わせにおいては、どちらが基板であってもよいし、どちらが埋め込まれていてもよ
い。
【００７０】
また、金属を埋め込む場合も不整合度は小さいことが好ましい。かかる例としては、例
えば、基板表面が（１１１）結晶面となっているシリコン基板にコバルトを埋め込む場合
を挙げることができる。例えば、単結晶基板がシリコン基板で（１１１）結晶面が表面と
なっているものであり、また強磁性体が単体Ｃｏである場合に、六方晶コバルトはｃ軸が
磁化容易軸であり、ｃ軸が基板に対して垂直な場合の基板面にはａ軸からなる六角形状の
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結晶面が存在することとなる。シリコン（１１１）表面は格子間隔０．３８４ｎｍ（３．
８４オングストローム）の六角格子状となっており、六方晶コバルトのａ軸からなる六角
形状の結晶面が格子整合良く配位しやすくなっている。ここで、ａ軸からなる六角形状の
結晶面の格子間隔は０．２５０７ｎｍ（２．５０７オングストローム）であるが、その３
倍は０．７５２ｎｍ（７．５２オングストローム）であり、シリコン（１１１）表面の格
子間隔の２倍である０．７８６ｎｍ（７．８６オングストローム）との格子間隔の不整合
度２．１％程度と小さい。したがって、六方晶Ｃｏのｃ軸はシリコン（１１１）面に対し
て垂直になりやすい。
【００７１】
また、埋め込む物質の結晶構造が異なる場合や格子不整合が１０％を超える場合におい
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ても、バッファ層や超格子層を用いたり、基板面を指数面からわずかに傾けることなどに
よりエピタキシャル成長が可能である。かかる基板と埋め込む物質との組み合わせとして
は、例えば、ＳｉＧｅ／Ｓｉ、ＧａＡｓ／Ｇｅ、ＧａＩｎＮ／ＧａＮ、ＺｎＳＳｅ／Ｚｎ
Ｓｅ、ＧａＡｓ／Ｓｉ、ＧａＮ／ＳｉＩｎＡｓ等を挙げることができる。なお、これらの
組み合わせにおいても、どちらが基板であってもよいし、どちらが埋め込まれていてもよ
い。
【００７２】
上記他の物質は、半導体または金属であることが好ましい。かかる半導体としては特に
限定されるものではないが、例えば、ＩＩ−ＶＩ族化合物半導体、ＩＩＩ−Ｖ族化合物半
導体およびＩＶ族元素を含む半導体からなる群より選択される少なくとも１つの半導体で
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あることが好ましい。したがって、ナノホールに埋め込まれる半導体は、上記半導体のう
ちの１つであってもよいし、複数の半導体の組み合わせであってもよい。例えば、バンド
ギャップの大きく異なる二種類の半導体薄膜をそれぞれ膜厚数ｎｍ〜数十ｎｍ程度として
交互に積層した構造では、縦方向に量子井戸が形成されて電子が井戸内に閉じ込められ
、量子サイズ効果が実現する。ナノホールに埋め込み形成した細線では、さらに横方向に
も電子を閉じ込められることができるので、顕著な量子サイズ効果が実現できる。それに
より、波長を任意に設計可能な高輝度な半導体レーザーを形成できる。例えば、基板とし
て〔０１１〕方向に２〜４度傾いたＳｉ（１１１）基板を用い、その上にＧａＡｓを単結
晶成長させ、さらにＡｌＡｓとＧａＡｓの積層構造を形成した場合にはその効果は著しい
。このように、上記ナノホールに半導体が埋め込まれた構造体である半導体素子は、発光
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素子等の機能素子として用いることができる。特にＩＩ−ＶＩ族化合物半導体、ＩＩＩ−
Ｖ族化合物半導体等は、赤外から紫外の波長帯において発光する機能素子として利用可能
である。
【００７３】
上記ＩＩ−ＶＩ族化合物半導体、ＩＩＩ−Ｖ族化合物半導体およびＩＶ族元素を含む半
導体については、上記（１−２）基板のところで説明したものと同様であるので、ここで
は説明を省略する。
【００７４】
また、上記金属も特に限定されるものではないが、磁性体であることが好ましい。上記
金属は、例えば、Ｖ（バナジウム）、Ｃｒ（クロム）、Ｍｎ（マンガン）、Ｆｅ（鉄）、
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Ｃｏ（コバルト）、及びＮｉ（ニッケル）からなる群より選択される少なくとも１つの元
素を含むことが好ましい。したがって、上記金属は、これらのうちの１種の金属を含むも
のであってもよいし、これらのうちの複数の金属を含むものであってもよい。また、上記
金属は、これらの金属に加えて他の金属を含むものであってもよい。このように、ナノホ
ールに金属を埋め込むことにより得られる構造体は、垂直磁気記録方式の磁気記録媒体と
して用いることができる。
【００７５】
なお、上記他の物質がナノホールに埋め込まれた構造体は、上記他の物質がナノホール
全体にわたって埋め込まれている構造体であってもよいし、上記他の物質がナノホールの
途中まで埋め込まれている構造体であってもよい。
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【００７６】
なお、本発明の構造体は、前記基板と、ナノホールに半導体または金属が埋め込まれた
陽極酸化アルミナ膜とに加えてさらに他の膜または層を具備していてもよい。かかる他の
膜または層としては、特に限定されるものではないが、例えば、電極、透明電極、絶縁膜
、ミラー等を挙げることができる。
【００７７】
（１−４）構造体の利用
本発明にかかる基板と陽極酸化アルミナ膜とからなる構造体は、当該構造体に形成され
ているナノホールに他の物質を埋め込み、同一平面上に規則的に二次元配列したナノ構造
体を得るための、ナノホールアルミナテンプレートとして利用することができる。

40

【００７８】
特に、本発明の構造体は、ナノホールの底部に、基板の清浄表面が露出しているので、
基板として単結晶基板を用いる場合には、ナノホールに所望の物質を埋め込み、基板から
配向性を有するように結晶成長させることができる。それゆえ、結晶配向性を有するナノ
構造体を得ることができ、非常に有用である。
【００７９】
また、上記ナノホールに例えば半導体が埋め込まれたものも本発明にかかる構造体に含
まれ、かかる構造体である半導体素子は、発光素子等の機能素子として利用することがで
きる。
【００８０】
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特に、本発明では、ナノホールの底部に基板の清浄表面が露出しているので、基板とし
て単結晶基板を用いる場合には、ナノホールに半導体を埋め込み、基板から配向性を有す
るように結晶成長させることができる。それゆえ、結晶配向性を有する半導体素子を得る
ことができ、非常に有用である。したがって本発明には、かかる半導体素子も含まれる。
本発明にかかる半導体素子は、上記ナノホールに埋め込まれている半導体が、当該ナノホ
ールの底部で直接基板と接している半導体素子であれば、特に限定されるものではない。
かかる半導体素子としては、例えば、面発光素子、ＰＮ接合面発光素子、フォトダイオー
ド、レーザー発光素子等を挙げることができる。
【００８１】
本発明にかかる半導体素子の一例である、面発光素子の一例を図３に、ＰＮ接合面発光
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素子およびフォトダイオードの一例を図４に、レーザー発光素子の一例を図５に示す。
【００８２】
図３に示すように、本発明にかかる面発光素子は、基板５上のアルミナ膜６に形成され
ているナノホール中に半導体１１が埋め込まれている。この基板側にさらに、基板５に近
い方から順に絶縁体１０、電極７が備えられ、アルミナ膜６側にさらに、アルミナ膜６に
近い方から順に透明絶縁体９、透明電極８が備えられている。ここで半導体１１は、ナノ
ホールの底部に露出している基板５と直接接している。基板５が単結晶基板である場合、
半導体１１を、基板５の結晶方位情報に基づき結晶成長させることが可能となり、結晶配
向性を有する面発光素子を提供することが可能となる。
【００８３】
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また、本発明の面発光素子としては、例えば、図３に示すような構成のものを挙げるこ
とができるが、本発明の面発光素子は、これに限定されるものではなく、これに種々の変
更を加えたものであってもよい。
【００８４】
ここで、基板５と半導体１１は特に限定されるものではないが、例えば、基板５と半導
体１１の好ましい組み合わせとして、基板５がＳｉであり、半導体１１がＩｎＰ、ＣｄＴ
ｅ、ＧａＮ、ＧｅまたはＺｎＯである組み合わせ；基板５がＧａＡｓであり、半導体１１
がＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＭｎＴｅ、ＺｎＳｅ、ＺｎＯ、ＭｎＡｓ、ＧａＡｓ、ＧａＮ、Ｃｄ
Ｔｅ、またはＩｎＳｅである組み合わせ、基板５がＧａＮ、半導体１１がＺｎＯである組
み合わせ等を挙げることができる。
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【００８５】
また、図４に示すように、本発明にかかるＰＮ接合面発光素子およびフォトダイオード
は、基板１２上のアルミナ膜１３に形成されているナノホール中にｐ型もしくはｎ型の半
導体１６およびｎ型もしくはｐ型の半導体１５が埋め込まれている。ここで、ナノホール
の基板１２側にはｐ型もしくはｎ型の半導体１６が埋め込まれ、さらにその上にｎ型もし
くはｐ型の半導体１５が埋め込まれている。また、このアルミナ膜１３側にさらに、透明
電極１４が備えられている。ここで半導体１６は、ナノホールの底部に露出している基板
１２と直接接している。基板１２が単結晶基板である場合、半導体１６を、基板１２の結
晶方位情報に基づき結晶成長させることが可能となり、結晶配向性を有するＰＮ接合面発
光素子およびフォトダイオードを提供することが可能となる。
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【００８６】
また、本発明のＰＮ接合面発光素子およびフォトダイオードとしては、例えば、図４に
示すような構成のものを挙げることができるが、本発明のＰＮ接合面発光素子およびフォ
トダイオードはこれに限定されるものではなく、これに種々の変更を加えたものであって
もよい。
【００８７】
また、図５に示すように、本発明にかかるレーザー発光素子は、基板１７上のアルミナ
膜１８に形成されているナノホール中にｎ型またはｐ型半導体２１およびｐ型またはｎ型
半導体２０が埋め込まれている。ここで、ナノホールの基板１７側にはｎ型またはｐ型半
導体２１が埋め込まれ、さらにその上にｐ型またはｎ型半導体２０が埋め込まれている。
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このアルミナ膜１８側にさらに、電極１９が備えられている。また、アルミナ膜１８の端
部にはミラー２２が備えられている。ここで半導体２１は、ナノホールの底部に露出して
いる基板１７と直接接している。基板１７が単結晶基板である場合、半導体２１を、基板
１７の結晶方位情報に基づき結晶成長させることが可能となり、結晶配向性を有するレー
ザー発光素子を提供することが可能となる。
【００８８】
ここで、基板１７と半導体２１は特に限定されるものではないが、例えば、基板１７と
半導体２１の好ましい組み合わせとして、基板１７がＳｉであり、半導体２１がＩｎＰ、
ＣｄＴｅ、ＧａＮ、ＧｅまたはＺｎＯである組み合わせ；基板１７がＧａＡｓであり、半
導体２１がＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＭｎＴｅ、ＺｎＳｅ、ＺｎＯ、ＭｎＡｓ、ＧａＡｓ、Ｇａ
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Ｎ、ＣｄＴｅ、またはＩｎＳｅである組み合わせ、基板１７がＧａＮ、半導体２１がＺｎ
Ｏである組み合わせ等を挙げることができる。
【００８９】
また、本発明のレーザー発光素子としては、例えば、図５に示すような構成のものを挙
げることができるが、本発明の面発光素子は、これに限定されるものではなく、これに種
々の変更を加えたものであってもよい。
【００９０】
また、上記ナノホールに例えば金属等の磁性体が埋め込まれたものも本発明にかかる構
造体に含まれ、かかる構造体は、磁気記録媒体として利用することができる。
【００９１】

20

特に、本発明では、ナノホールの底部に基板の清浄表面が露出しているので、基板とし
て単結晶基板を用いる場合には、ナノホールに磁性体を埋め込み、基板から配向性を有す
るように結晶成長させることができる。それゆえ、磁気異方性を有する磁気記録媒体を得
ることができ、非常に有用である。したがって本発明には、かかる磁気記録媒体も含まれ
る。本発明にかかる磁気記録媒体は、上記ナノホールに埋め込まれている磁性体が、当該
ナノホールの底部で直接基板と接している磁気記録媒体であれば、特に限定されるもので
はない。
【００９２】
本発明にかかる磁気記録媒体の一例を図６に示す。図６に示すように、本発明にかかる
磁気記録媒体は、垂直磁気記録媒体であり、基板２３上のアルミナ膜２４に形成されてい
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るナノホール中に磁性体２５が埋め込まれている。ここで磁性体２５は、ナノホールの底
部に露出している基板２３と直接接している。基板２３が単結晶基板である場合、磁性体
２５を、基板２３の結晶方位情報に基づき結晶成長させることが可能となり、磁気異方性
を有する垂直磁気記録媒体を提供することが可能となる。
【００９３】
また、本発明の磁気記録媒体としては、例えば、図６に示すような構成のものを挙げる
ことができるが、本発明の磁気記録媒体は、これに限定されるものではなく、これに種々
の変更を加えたものであってもよい。
【００９４】
ここで、基板２３と磁性体２５は特に限定されるものではないが、例えば、基板２３と
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磁性体２５の好ましい組み合わせとして、基板２３がＳｉであり、磁性体２５がＣｏ、Ｆ
ｅ、Ｎｉ、ＦｅＰｔ、またはＣｏＰｔである組み合わせ；基板２３がＣｕ（００１）であ
り、磁性体２５がＦｅＰｔである組み合わせ等を挙げることができる。
【００９５】
（２）構造体の製造方法
本発明にかかる構造体の製造方法は、少なくとも、基板上に形成されたアルミニウム膜
またはアルミニウムを主成分として含む合金膜を、前記ナノホールが前記基板に到達する
まで陽極酸化し陽極酸化アルミナ膜に転換する陽極酸化工程と、得られた陽極酸化アルミ
ナ膜のナノホール底部に存在する底部バリア層を、エッチングにより除去する底部バリア
層除去工程と、底部バリア層が除去された陽極酸化アルミナ膜を６００℃以上、１２００
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℃以下の温度で熱処理する熱処理工程と、熱処理後にエッチングにより、前記ナノホール
底部に存在する基板の酸化膜を除去し、ナノホール底部に基板の清浄表面を露出させる基
板酸化膜除去工程とを含んでいる。
【００９６】
これにより、少なくとも、基板と、当該基板上に陽極酸化アルミナ膜とを具備する構造
体であって、当該陽極酸化アルミナ膜に形成されているナノホールが前記基板まで貫通し
、前記基板がナノホールの底部に露出しており、前記ナノホールの底部に露出している前
記基の表面は、酸化膜が除去された、基板の清浄表面である構造体を製造することができ
る。
【００９７】
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また、本発明の構造体の製造方法は、さらに前記陽極酸化工程の前に、基板上にアルミ
ニウム膜またはアルミニウムを主成分として含む合金膜を形成するアルミニウム膜形成工
程を含んでいてもよい。また、本発明の構造体の製造方法は、さらに、前記ナノホールに
半導体または金属を埋め込む、充填物質埋め込み工程を含んでいてもよい。
【００９８】
以下、本発明にかかる構造体の製造方法について図８に基づき、（２−１）アルミニウ
ム膜形成工程、（２−２）陽極酸化工程、（２−３）底部バリア層除去工程、（２−４）
熱処理工程、（２−５）基板酸化膜除去工程、（２−６）充填物埋め込み工程の順に説明
する。図８は本発明の構造体の製造方法を示す概念図である。
【００９９】
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（２−１）アルミニウム膜形成工程
基板上にアルミニウム膜またはアルミニウムを主成分として含む合金膜を形成し、図８
（ｉ）に示す積層体を得る。図８（ｉ）中、３１は基板、３２はアルミニウム膜またはア
ルミニウムを主成分として含む合金膜を示す。
【０１００】
アルミニウム膜またはアルミニウムを主成分として含む合金膜３２の製膜方法は特に限
定されるものではなく、ＣＶＤ、スパッタ、真空蒸着、圧着貼り合わせ、分子線蒸着等の
従来公知の方法を用いることができる。
【０１０１】
ここで、アルミニウム膜またはアルミニウムを主成分として含む合金膜３２は、規則的
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な配列のナノホールが形成されている陽極酸化アルミナ膜が得られるものであれば、アル
ミニウム以外の物質を含んでいてもよい。アルミニウム膜またはアルミニウムを主成分と
して含む合金膜３２は、アルミニウムを６０％以上含んでいることが好ましく、９０％以
上含んでいることがより好ましく、９５％以上含んでいることがさらに好ましい。また、
上記合金膜にアルミニウムとともに含まれる金属も特に限定されるものではなく、種々の
合金を好適に用いることができる。
【０１０２】
（２−２）陽極酸化工程
陽極酸化工程では、上記アルミニウム膜形成工程で得られた積層体（図８（ｉ）参照）
において、上記合金膜３２に対して陽極酸化処理を施し、図８（ｉｉ）に示すように、ナ
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ノホール３３が基板３１に到達するまで陽極酸化アルミナ膜に転換する。この状態では、
ナノホール３３間にアルミナ隔壁３５が存在する構成となっているが、底部バリア層３６
が存在している。この工程により、アルミニウム膜をアルミニウム陽極酸化膜（ポーラス
アルミナ膜）に転換する。
【０１０３】
ここで、陽極酸化の方法は特に限定されるものではなく、従来公知の方法を従来公知の
条件で好適に用いることができる。なお、陽極酸化に用いられる、酸性電解質液としては
、例えば、シュウ酸、硫酸、リン酸、クロム酸、マロン酸、ホウ酸、酒石酸、アジピン酸
、コハク酸、クエン酸、スルホサリチル酸、ピロリン酸等を用いることができる。
【０１０４】
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陽極酸化工程は１段階のみでもよいが、後述する実施例に示すように２段階で行っても
よい。２段階で陽極化成工程を行うことで、陽極化成処理で形成されるナノホール配列の
規則性を向上させることができる。
【０１０５】
なお、３μｍ以上のＡｌ膜を陽極酸化することにより、より規則性の高い配列でナノホ
ールを形成することができる。また、薄いアルミナ膜厚を制御するためには、３μｍ以上
のＡｌを９０％以上含有する膜を２段階以上に陽極酸化を分けて行う方法が有効である。
【０１０６】
陽極酸化処理の停止は特に限定されるものではなく、適切なタイミングで停止すればよ
いが、例えば、後述する実施例に示すように、陽極酸化を一定電圧で電流をモニターする
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ことにより、電流値が変化した時点で停止する手法を挙げることができる。例えば、図１
４では、電流値がスパイク状に変化した時点で陽極酸化を停止している。
【０１０７】
（２−３）底部バリア層除去工程
底部バリア層除去工程は、陽極酸化工程の後に選択的エッチングにより、底部バリア層
であるアルミナ膜を除去する工程である。具体的には、図８（ｉｉｉ）に示すように、陽
極酸化アルミナ膜３４において、底部バリア層３６（図８（ｉｉ）参照）を選択的に除去
する。なお、この状態では、ナノホール３３の底部に酸化膜３７が残存している。
【０１０８】
底部バリア層除去工程の具体的な方法は特に限定されるものではなく、従来公知の方法
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を従来公知の条件で好適に用いることができる。例えば、後述する実施例では、リン酸と
クロム酸との混合溶液を用いて選択的にエッチングしている。このときのエッチング条件
等については特に限定されるものではない。
【０１０９】
（２−４）熱処理工程
熱処理工程は、底部バリア層除去工程後のアルミナ・テンプレートに対して、不活性ガ
ス雰囲気中でアニール処理を行う工程である。言い換えれば、熱処理を行うことにより、
ポーラスアルミナ膜を緻密化する。アニール処理の温度は、その下限が６００℃以上であ
ればよく、８００℃以上であるとより好ましい。また、その上限は１２００℃以下であれ
ばよく、１０００℃以下であるとより好ましい。アニール処理すなわち熱処理工程を行う
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ことにより、陽極酸化アルミナ膜を熱処理により改変して耐食性を向上させることができ
る。また、この熱処理によってポーラスアルミナ膜におけるＡｌ対Ｏの元素組成比は１：
１．２〜１：１．５の範囲内に制御することができる。それゆえ、この熱処理工程を実施
することで、ポーラスアルミナ膜のＡｌとＯとの元素組成比を制御することも可能となる
。
【０１１０】
また、アニール処理時の雰囲気は、特に限定されるものではないが、例えば、酸素分圧
が１３３Ｐａ（１Torr）以下であり、かつ水素分圧が１３３Ｐａ（１Torr）以下である条
件が好ましい。あるいは、酸素濃度が１％以下であり、かつ水素濃度が１％以下である不
活性ガス雰囲気が好ましい。熱処理工程のその他の条件は特に限定されるものではなく、
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公知の条件を種々選択して用いればよい。
【０１１１】
（２−５）基板酸化膜除去工程
基板酸化膜除去工程は、熱処理工程の後に、図８（ｉｉｉ）に示す底部の酸化膜３７を
除去する工程である。言い換えれば、基板上に作製した、ホール底部に直接基板を有する
陽極化成アルミナ膜を溶液中でクリーニングすることにより、ホール底部の基板の清浄表
面を得ることになる。上記熱処理工程により、陽極酸化アルミナ膜（アルミナ隔壁３５）
の耐食性が向上するので、アルミナ隔壁３５は腐食されないが酸化膜３７は腐食される選
択的エッチングが可能となる。その結果、図８（ｉｖ）に示すように、酸化膜３７を除去
し、ナノホール３３の配列を維持したまま、基板の清浄表面をナノホール底部に露出させ
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ることが可能となる。
【０１１２】
基板酸化膜除去工程で行われる選択的エッチングの条件は特に限定されるものではなく
、公知のエッチング液を公知の条件で用いることができる。エッチング液としては、具体
的には、フッ化水素（ＨＦ）水溶液、フッ化アンモニウム（ＮＨ４Ｆ）水溶液、水酸化カ
リウム（ＫＯＨ）水溶液等、基板の酸化膜に対してエッチング効果のある溶液を適宜用い
ることができる。また、クリーニング効果を高めるために、超音波発生装置当を用いて溶
液に対流を与えてもよい。
【０１１３】
なお、通常、上記クリーニングに用いる溶液は基板の汚染部位のエッチングだけでなく
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、陽極化成で作製したアモルファスのアルミナ膜もエッチングしてしまう。そこで、上記
熱処理工程により、アルミナを結晶化させることで、クリーニング溶液に対する耐性を高
める。
【０１１４】
（２−６）充填物埋め込み工程
充填物埋め込み工程は、基板酸化膜除去工程後のアルミナ・テンプレートに充填物を埋
め込む工程である。図８（ｉｖ）に示すように、ナノホール３３の底部は基板３１の清浄
表面が露出した状態になるため、ナノホール内部に埋め込まれた物質の結晶性を良好に制
御することが可能となる。
【０１１５】
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充填物埋め込み工程の具体的な方法は特に限定されるものではなく、埋め込む対象とな
る物質の種類に応じて適切な方法を適宜選択すればよい。例えば、スパッタ法、ＣＶＤ法
、蒸着法、メッキ法、滴下法等により物質の埋め込み、基板から直接結晶を成長させれば
よい。後述する実施例では、硫酸コバルト浴にて、交流電圧１５Ｖ、液温４０℃にて電気
めっきにより、コバルトをナノホール内部に堆積している。
【０１１６】
（２−７）その他の工程
本発明では、上記各工程以外の工程が実施されてもよい。具体的には、例えば、ナノホ
ールのワイドニングを行うワイドニング工程、陽極酸化アルミナ膜の表面を化学物理研磨
する研磨工程等を挙げることができる。ワイドニング工程では、ナノホールの径を拡大さ
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せナノホールの形状を整えるような方法であればどのような方法でも用いることができる
。一般的には、リン酸水溶液やＫＯＨ水溶液等による処理をあげることができる。
【０１１７】
（３）本発明の利用
本発明は、ナノホールを有する構造体の製造や当該構造体を利用する各種加工品や機器
などの応用分野に好適に利用することができる。より具体的な応用分野としては特に電子
素子技術分野を挙げることができる。
【０１１８】
本発明によれば、高結晶性を有するナノロッド配列を形成することができるだけでなく
、基板と埋め込み物質の組み合わせを変えることで、様々な機能を有するナノロッド配列

40

構造体の形成が可能となる。そのため、このような本発明の構造体を含む半導体素子や、
磁気記録媒体、あるいはその製造方法も本発明には含まれる。
【０１１９】
上記半導体素子としては、具体的には、例えば、面発光素子、ＰＮ接合面発光素子、フ
ォトダイオード、レーザー発光素子等を挙げることができる。また、磁気記録媒体として
は、ハードディスクドライブに用いられる磁気デイスク等の高密度磁気記録媒体や、光磁
気記録媒体等を挙げることができる。
【０１２０】
このように、本発明によれば、半導体基板上のポーラスアルミナ膜が緻密化し、フッ化
水素酸によるエッチング処理において殆どエッチングされなくなった。従って、ナノホー
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ル配列構造を維持したままで、シリコン表面のシリコン酸化膜の除去が可能となった。そ
の結果、様々な磁性体や半導体などのナノ物質のシリコン上での単結晶成長が可能となっ
た。
【０１２１】
〔実施の形態２〕
本発明の他の実施形態について図９および図１０に基づいて説明すると以下の通りであ
るが、本発明はこれに限定されるものではない。
【０１２２】
本実施の形態では陽極化成アルミナ膜に形成されるナノホール配列の面密度を１．５×
１０１１個／ｃｍ２（１×１０１２個／平方インチ）以上とし、これに埋め込み形成され
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る強磁性ナノ構造体の面密度も１．５×１０１１個／ｃｍ２（１×１０１２個／平方イン
チ）以上としている。
【０１２３】
そのために陽極化成処理において、処理剤として希釈シュウ酸もしくは希釈硫酸、また
さらにはそれらの混合液を主成分とする溶液を用い、陽極酸化電圧を一定電圧で７Ｖ以下
とする工程を用いることが好ましい。
【０１２４】
本発明者は、陽極酸化電圧とナノホール密度との関係に関して詳細な検討を最近行った
。希釈硫酸を用いた低電圧でのアルミニウム陽極酸化における、ナノホール密度の電圧依
存性を図９に示す。図９より、ナノホール密度が１．５×１０１１個／ｃｍ２（１×１０
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１２

個／平方インチ）以上となるのは、陽極酸化電圧が７Ｖ程度以下の場合であることが

明らかである。また、この電圧値は希釈シュウ酸、及び希釈した硫酸とシュウ酸の混合溶
液を用いてもほぼ同様である。すなわち、７Ｖ以下のアルミニウム陽極酸化を行ってナノ
ホール二次元配列を形成し、その後電解めっき等により強磁性体を埋め込み形成すれば、
強磁性ナノ構造体の面密度を１．５×１０１１個／ｃｍ２（１×１０１２個／平方インチ
）以上にすることが可能である。
【０１２５】
また、陽極化成アルミナ膜に埋め込み形成される強磁性ナノ構造体の（高さ／直径）の
アスペクト比の平均値を２．０以上とすることにより、保磁力を大きくすることが可能で
ある。図１０に多結晶コバルトナノ磁性体の保磁力のアスペクト比依存性を示す。保磁力
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はアスペクト比が１．５を越すと増加し、３．０以降はほぼ一定値となる。アスペクト比
が２以上においては、ほぼ７．９６×１０４Ａ／ｍ（１ｋＯｅ（キロエルステッド））以
上の値を示した。各々のナノ磁性結晶がランダムな方向を持つ多結晶磁性体では磁気異方
性が殆どないが形状による磁気異方性がアスペクト比２以上で支配的となるのである。
【実施例】
【０１２６】
以下、実施例及び図２及び図１１ないし図１７に基づいて本発明をより詳細に説明する
が、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。当業者は本発明の範囲を逸脱する
ことなく、種々の変更、修正、および改変を行うことができる。
【０１２７】
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〔実施例１〕
＜本発明にかかる構造体の製造＞
基板の表面が（１１１）結晶面である高濃度ｐ型シリコン基板上にアルミニウムを５μ
ｍスパッタ法により堆積した。その後、０．３Ｍシュウ酸中、液温５℃にて、定電圧４０
Ｖを用いてナノホールが単結晶基板上に到達するまで陽極酸化を行った。図１３は、得ら
れた陽極酸化アルミナ膜を示す平面図である。図１３中円形の暗い部分がナノホールであ
る。
【０１２８】
陽極酸化には図１２のような装置を用い陽極酸化を行った。この装置は電極間を平行に
保つ機構を有しており、陰極５１と陽極５２とがなす角を５度以下になるよう電極を設置
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した。また陰極５１、陽極５２共にテフロン（登録商標）製のカバーで覆い溶液中にのみ
露出させた。陽極５２は基板５３側から電極をとり、陰極５１は溶液の攪拌効率を上げる
ためメッシュ状のＰｔ電極を用いている。酸性電解質液５４の攪拌にはマグネティックス
ターラー５５を用いた。またコンピューターは電源５６と通信可能であり、制御可能であ
る。この装置の陽極５２に高濃度ｐ型シリコン基板上にアルミニウム５７を堆積したもの
を設置し、２段階で陽極酸化処理を行った。
【０１２９】
ここでは、アルミニウム膜の陽極酸化レートをあらかじめ調べておき、残り膜厚が５０
０ｎｍになる時点で陽極酸化を停止した。次に６０℃に加熱したリン酸６wt％とクロム酸
１．８wt％の混合溶液を用いてアルミナ膜のみを選択エッチングした。残ったアルミニウ
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ム膜の陽極酸化を一定電圧で電流をモニターしながら行った。図１４は、２段階目の陽極
酸化における電流密度の時間依存性を示すグラフである。図１４に矢印で示したように、
電流値がスパイク状に変化した時点で陽極酸化を停止した。この時点で陽極酸化を停止し
た結果、図１５（ｂ）に示すように、底部バリア層が変形した陽極酸化アルミナ膜が得ら
れた。リン酸３wt％の水溶液を用いて１５分間エッチングを行なうことにより、ナノホー
ル径を広げるとともに、図１５（ｃ）に示すように、底部バリア層が完全に除去された。
なお、図１５は、本実施例において得られた陽極酸化アルミナ膜の断面をＳＥＭ（走査型
電子顕微鏡）にて観察した結果を示す図である。また、図１５（ａ）は、陽極酸化アルミ
ナ膜に形成されたナノホールの底部に残存する底部バリア層を示す図である。図１５（ｂ
）は、底部バリア層が変形している様子を示す図である。また図１５（ｃ）は、底部バリ
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ア層が除去された様子を示す図である。
【０１３０】
しかし、リン酸水溶液を用いたエッチングの後、ナノホールの底部のシリコン表面に数
ｎｍの酸化膜が残った。これにより、ナノホールに充填する物質の、単結晶成長が妨げら
れる。また、この酸化膜をフッ化水素酸を用いて除去することを試みたところ、酸化膜の
みならず陽極酸化アルミナ膜も腐食された。
【０１３１】
次に、アルゴン雰囲気中、６００℃で３時間熱処理を行った。まず熱処理装置から空気
を排気し装置内の圧力を２．７×１０−４Ｐａ（２×１０−６Torr）とした後、装置内に
アルゴンを導入して装置内の圧力を６．７×１０−１Ｐａ（５×１０−３Torr）とし、こ
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の圧力下で熱処理を行なった。熱処理後、１．１６wt％フッ化水素酸を用いて、３０℃で
、３０分、エッチングを行った。これにより、陽極酸化アルミナ膜は腐食されず、基板の
酸化膜のみが除去されたことを、透過電子顕微鏡写真により確認した。
【０１３２】
得られた陽極酸化アルミナ膜に形成されたナノホールに、電着によりコバルトを埋め込
んだ。電着は、硫酸コバルト浴にて、交流電圧１５Ｖ、ＤＣパルス（ｏｎ／ｏｆｆ時間：
２／１９８ｍｓｅｃ）で行った。ナノホールの配列を維持したままで、基板の酸化膜が除
去され、コバルトがシリコン基板上に結晶成長していることが、ＳＥＭによる観察で確認
された。また、Ｘ線回折測定の結果から、コバルトは高配向結晶成長していることが確認
された。同様の結果は、熱処理温度が７００℃および８００℃の時も得られた。
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【０１３３】
＜本発明にかかる熱処理温度９００℃による構造体の製造＞
実施例１と同様にして、陽極酸化を行い、底部バリア層を除去した。次に、実施例１と
同様にしてアルゴン雰囲気中、６００℃で３時間熱処理を行った。熱処理後、１．１６wt
％フッ化水素酸を用いて、３０℃でエッチングを行った。エッチングを２分行って得られ
た本発明の構造体と、エッチングを１５分行なって得られた本発明の構造体に、実施例１
と同様にしてコバルトを埋め込み、ＳＥＭによる観察を行った。
【０１３４】
図１７に本実施例において得られた、コバルトが埋め込まれた構造体の断面のＳＥＭに
よる観察結果を示す。図１７（ａ）は、１．１６wt％フッ化水素酸を用いて２分エッチン
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グを行ったときに得られた構造体の断面のＳＥＭ観察の結果を、図１７（ｂ）は、１５分
エッチングを行ったときに得られた構造体の断面のＳＥＭ観察の結果を示す。図１７（ｂ
）に示すように、１５分エッチングを行ったときは、コバルトがシリコン上に均一に結晶
成長していることがわかった。これに対して、図１７（ａ）に示すように、エッチングを
２分で停止したときは、コバルトは均一に充填されていない。これは、エッチング時間が
短いために基板の酸化膜が完全に除去されていないためであると考えられる。
【０１３５】
＜陽極酸化アルミナ膜の腐食速度の測定＞
Ａｒ雰囲気下、種々の温度で熱処理を行った陽極酸化アルミナ膜および熱処理を行なわ
なかった陽極酸化アルミナ膜の腐食速度を測定した。腐食速度の測定は、一定時間に腐食
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により削られた陽極酸化アルミナ膜の厚みを測定することにより行なった。削られた陽極
酸化アルミナ膜の厚みは、陽極酸化アルミナ膜を３０℃において、１．１６wt％フッ化水
素酸中に浸漬し、ＳＥＭにより、ナノホールの浸漬前後の半径の差として求めた。この差
を浸漬時間で除した値を腐食速度として求めた。
【０１３６】
図１６は、削られた陽極酸化アルミナ膜の厚みの時間依存性を示すグラフである。図中
縦軸は、削られた陽極酸化アルミナ膜の厚み（ｎｍ）を、横軸に時間（ｓ）を示す。また
、●は７００℃で、▲は８００℃で、■は９００℃で熱処理された陽極酸化アルミナ膜に
おける結果を示す。なお、熱処理温度６００℃における結果は、このグラフでは示してい
ないが、後述する図２で示す。図１６に示されるように、熱処理温度の上昇にともない、
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３０℃、１．１６wt％フッ化水素酸中で、陽極酸化アルミナ膜は腐食されにくくなること
がわかる。
【０１３７】
また、図２は熱処理した上記陽極酸化アルミナ膜を３０℃において、１．１６wt％フッ
化水素酸中でエッチングしたときの、腐食速度の熱処理温度依存性を示すグラフである。
図２に示されるように、図１６では示されなかったが、６００℃で熱処理した場合も５０
０℃で熱処理したとき（グラフより外挿）と比較して腐食速度は４２％も減少している。
熱処理しなかった場合は腐食速度が速すぎて、正確には測定することができなかったが、
６００℃で熱処理した場合、熱処理をしなかったときと比較すると、腐食速度は２５％以
下になると推測される。図２に示されるように、６００℃で熱処理した陽極酸化アルミナ
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膜の腐食速度は１２０ｎｍ／分、７００℃で熱処理した陽極酸化アルミナ膜の腐食速度は
５０ｎｍ／分、８００℃で熱処理した陽極酸化アルミナ膜の腐食速度は１０ｎｍ／分であ
った。
【０１３８】
＜赤外吸収スペクトルの測定＞
熱処理を行った陽極酸化アルミナ膜および熱処理を行なわなかった陽極酸化アルミナ膜
のフーリエ変換赤外線吸収スペクトル（ＦＴ−ＩＲスペクトル）測定を行った。なお、測
定はシュウ酸を含む溶液中で陽極酸化されることにより形成された陽極酸化アルミナ膜と
、リン酸を含む溶液中で陽極酸化されることにより形成された陽極酸化アルミナ膜とにつ
いて行なった。図７に、シュウ酸を含む溶液中で陽極酸化されることにより形成された、
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上記陽極酸化アルミナ膜のＦＴ−ＩＲスペクトル測定の結果を示す。図７中（ａ）は、ア
ルゴン雰囲気中９００℃で熱処理した時の結果を、（ｂ）はアルゴン雰囲気中５００℃で
熱処理した時の結果を、（ｃ）は熱処理を行なわなかったときの結果を示す。図７に示す
ように、熱処理温度が９００℃のときは、陽極酸化アルミナ膜は波数１４００〜１６００
ｃｍ−１に顕著な吸収帯が認められなかった。これに対して、熱処理温度が５００℃のと
き、および熱処理を行なわなかったときは１５８０ｃｍ−１と１４８０ｃｍ−１に吸収帯
が認められた。
【０１３９】
また、図１８に、リン酸を含む溶液中で陽極酸化されることにより形成された、上記陽
極酸化アルミナ膜のＦＴ−ＩＲスペクトル測定の結果を示す。図１８中（ａ）は、アルゴ
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ン雰囲気中９００℃で熱処理した時の結果を、（ｂ）は熱処理を行なわなかったときの結
果を示す。図１８に示すように、熱処理温度が９００℃のときは、陽極酸化アルミナ膜は
波数１１００〜１２００ｃｍ−１に顕著な吸収帯が認められなかった。これに対して、熱
処理を行なわなかったときは１１５０ｃｍ−１に吸収帯が認められた。
【０１４０】
〔比較例１〕
熱処理雰囲気を変化させた以外は、〔実施例１〕〔実施例２〕と同様にして、陽極酸化
を行い、得られた陽極酸化アルミナ膜を熱処理した。水素存在下（約５００Ｐａ）で熱処
理を行った結果、陽極酸化アルミナ膜と基板との境界部分で還元によりアルミニウムが析
出した。また、空気中（酸素存在下）で熱処理を行った結果、基板の酸化膜がより厚くな
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った。
【０１４１】
〔実施例２〕
以下、図１１に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定
されるものではない。
【０１４２】
＜図１１に示される磁気記録媒体の製造＞
図１１により本発明の実施例を説明する。基板４１上に純アルミニウム膜４２をスパッ
タ法により５μｍ堆積した後、シュウ酸０．２モル溶液中、液温２℃にて定電圧５Vで陽
極化成処理を１時間行った。その後リン酸とクロム酸の混合溶液（７０℃）に浸漬して陽
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極化成アルミナ膜をいったん選択的に除去し、再びシュウ酸０．２モル溶液中、液温２℃
にて定電圧５Ｖで陽極化成処理を１０分間行い、陽極化成アルミナ膜cを形成した。この
ように二段階で陽極化成処理を行ったのは、陽極化成処理で形成されるナノホール配列の
規則性を向上するためである。この陽極化成処理によって、隣合うナノホール間隔は約２
０ｎｍとなり、その密度は約２．２×１０１１個／ｃｍ２（１．５×１０１２個／平方イ
ンチ）になった。また平均ホール直径は１１ｎｍである。次に、リン酸０．３モル溶液に
浸漬することによりアルミナ膜をエッチングして、ナノホール直径を１５ｎｍに拡大し、
そして硫酸コバルト浴にて交流電圧１５Ｖ、液温４０℃にて電解めっきによりコバルトを
ナノホール内部に堆積した。その後、表面を化学物理研磨して、高さ７５ｎｍ、直径１５
ｎｍ、アスペクト比５のコバルト・ナノ構造体４４の二次元配列を形成した。このように
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形成したコバルト・ナノ構造体は多結晶体であり、六方晶構造が支配的ではあるものの、
基板に対して平行な格子面は(１０−１０)、(１０−１１)、(１１−２０)などが混在して
いた。このコバルト・ナノ構造体の二次元配列の保磁力は２．０×１０５Ａ／ｍ（２．５
ｋＯｅ）であり、磁気記録媒体としての応用に適する。
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
本発明の構造体を用いれば、ナノホール底部に露出している基板の清浄表面上に磁性体
や半導体が埋め込まれるため、基板からの結晶方位情報に基づく結晶配向性を有するナノ
構造体の作製が可能となる。それゆえ、かかるナノ構造体を用いる磁気記録媒体や、発光
素子等の機能素子の性能を向上させることが可能となるので、本発明は、磁気記録媒体や
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発光素子等の半導体素子に用いることができる。それゆえ、本発明は、磁気記録媒体や発
光素子等の半導体素子の製造工業において利用可能であるのみならず、さらにはこれらを
組み込んだ各種製品を製造する電子機器製造工業等においても利用可能であり、しかも非
常に有用であると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】本発明にかかる構造体の一例を示す模式図である。
【図２】熱処理した陽極酸化アルミナ膜を３０℃において、１．１６wt％フッ化水素酸中
でエッチングしたときの、腐食速度の熱処理温度依存性を示すグラフである。
【図３】本発明にかかる半導体素子の一例である、面発光素子の一例を示す模式図である
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。
【図４】本発明にかかる半導体素子の一例である、ＰＮ接合面発光素子およびフォトダイ
オードの一例を示す模式図である。
【図５】本発明にかかる半導体素子の一例である、レーザー発光素子の一例を示す模式図
である。
【図６】本発明にかかる磁気記録媒体の一例を示す模式図である。
【図７】シュウ酸を含む溶液中で陽極酸化されることにより形成された、上記陽極酸化ア
ルミナ膜のＦＴ−ＩＲスペクトル測定の結果を示す図である。
【図８】本発明の構造体の製造方法を示す概念図である。
【図９】陽極化成アルミナ膜のナノホール密度の陽極化成電圧依存性を示す図である。
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【図１０】陽極化成アルミナ膜に埋め込み形成した多結晶コバルト・ナノ構造体の保磁力
のアスペクト比依存性を示す図である。
【図１１】本発明にかかる磁気記録媒体の一例を示す模式図である。
【図１２】陽極酸化の装置を示す概略図である。
【図１３】実施例において製造された陽極酸化アルミナ膜を示す平面図である。
【図１４】実施例において、２段階目の陽極酸化における電流密度の時間依存性を示すグ
ラフである。
【図１５】実施例において得られた陽極酸化アルミナ膜の断面をＳＥＭ（走査型電子顕微
鏡）にて観察した結果を示す図である。
【図１６】熱処理後のフッ化水素酸によるエッチングにおいて、削られた陽極酸化アルミ
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ナ膜の厚みの時間依存性を示すグラフである。
【図１７】実施例において得られた、コバルトが埋め込まれた構造体の断面のＳＥＭによ
る観察結果を示す図である。
【図１８】リン酸を含む溶液中で陽極酸化されることにより形成された、上記陽極酸化ア
ルミナ膜のＦＴ−ＩＲスペクトル測定の結果を示す図である。
【図１９】従来技術を示す図であり、基板上のアルミニウム膜が陽極酸化されて陽極酸化
アルミナ膜に転換される様子を示す図である。
【符号の説明】
【０１４５】
１

基板

２

陽極酸化アルミナ膜

３

ナノホール

５

基板

６

陽極酸化アルミナ膜

７

電極

８

透明電極

９

透明絶縁膜

１０

絶縁体

１１

半導体

１２

基板

１３

陽極酸化アルミナ膜

１４

透明電極

１５

ｎ型もしくはｐ型の半導体

１６

ｐ型もしくはｎ型の半導体

１７

基板

１８

陽極酸化アルミナ膜

１９

電極

２０

ｐ型またはｎ型半導体

２１

ｎ型またはｐ型半導体

２２

ミラー
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２３

基板

２４

陽極酸化アルミナ膜

２５

磁性体

３１

基板

３２

アルミニウム膜またはアルミニウムを主として含む合金膜

３３

ナノホール

３４

陽極酸化アルミナ膜

３５

アルミナ隔壁

３６

底部バリア層

３７

酸化膜

４１

基板

４２

アルミニウム膜

４３

陽極酸化アルミナ膜

４４

強磁性ナノ構造体

５１

陰極

５２

陽極

５３

基板

５４

酸性電解液

５５

マグネティックスターラー

５６

電源

５７

アルミニウム膜

１０１

基板

１０２

ナノホール

１０３

陽極酸化アルミナ膜

１０４

アルミニウム膜

１０５

底部バリア層
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