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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルカリ性を示すフッ化塩の水溶液にシリコン基板を浸漬し、
浸漬されたシリコン基板に電流を印加せずに該シリコン基板の基板面に光を照射し、
該基板面に可視から紫外で発光可能な多孔質半導体膜を形成する、
多孔質半導体膜の形成方法。
【請求項２】
前記塩が、アルカリ金属塩である請求項１記載の多孔質半導体膜の形成方法。
【請求項３】
前記塩が、アンモニウム塩又はヒドラジニウム塩である請求項１記載の多孔質半導体膜
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の形成方法。
【請求項４】
前記光が、シリコン基板に吸収される光の波長以下の波長の光である請求項１〜３のい
ずれか１項に記載の多孔質半導体膜の形成方法。
【請求項５】
前記塩が、ＬｉＦ、ＮａＦ、ＫＦ、ＲｂＦ，ＣｓＦ、ＮＨ４Ｆ、及びＮ２Ｈ５Ｆからな
る群から選択された１種または複数種の塩である請求項１記載の多孔質半導体膜の形成方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、多孔質半導体膜の形成方法に関し、詳しくは、シリコン基板に可視から紫外
での発光が可能な多孔質膜を形成するための多孔質半導体膜の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
半導体基板の基板面を電解質溶液に浸漬し、半導体基板を陽極、白金電極等の対向電極
を陰極として電流を印加すると、半導体基板の表面が電気化学エッチングされ、多孔質膜
が形成される。この多孔質膜の形成方法は「陽極化成法」と呼ばれ、シリコン基板に多孔
質膜を形成する最も一般的な技術である（特許文献１）。
【０００３】
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シリコン基板に多孔質膜を形成する場合には、通常、電解質溶液としてフッ化水素の水
溶液（フッ化水素酸）が用いられる。ＧａＡｓやＧａＰ等の化合物半導体からなる基板に
多孔質膜を形成する場合には、電解質溶液として塩酸や硝酸、或いはこれらの混液が用い
られることが多い。また、より微細な多孔質構造を得るために、電解質溶液にメタノール
、エタノール等のアルコール溶剤が添加されることもある。
【０００４】
この陽極化成法では、半導体基板を流れる電流密度が、多孔質膜形成プロセスを制御す
るための重要な因子になる。このため、紫外光や可視光を照射することで、電流密度を増
加させ、多孔質膜の厚さや多孔質の度合いを制御する技術が知られている。例えば、ｐ型
シリコン基板では、電解質溶液に浸漬された基板面側から紫外光や可視光を照射する。
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【０００５】
従来、陽極化成法以外の多孔質膜の形成方法は、ほとんど知られていない。唯一の例外
として「光アシスト化学エッチング法」がある。この方法は、５０％という高濃度のフッ
化水素の水溶液中にシリコン基板を浸漬し、多孔質膜を形成する基板面側から波長６００
ｎｍ〜７００ｎｍの光を照射するだけの、極めて簡単なものである（非特許文献１）。照
射する光の波長がこれよりも長波長の場合には、多孔質膜は形成されない。
【０００６】
１９９０年にＣａｎｈａｍ等によって、シリコン基板の表面に形成された多孔質膜が赤
色発光することが初めて報告された（非特許文献２）。例えば、シリコン基板の表面に陽
極化成法で多孔質膜を形成すると、この多孔質膜は波長が６３０ｎｍ、発光エネルギーが
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２ｅＶの赤色発光を示す。また、光アシスト化学エッチング法で作製した多孔質膜も同様
に赤色発光を示す。
【０００７】
多孔質半導体膜を発光素子に応用するには、多孔質半導体膜が何色で発光するか、即ち
どのような波長で発光するかが非常に重要であり、特に、発光波長が赤よりも緑、緑より
も青、青よりも紫外と、短波長になればなるほど、発光デバイスとしての応用の可能性が
広がる。例えば、赤色に加えて緑色と青色の発光が可能となれば、いわゆる３原色（赤、
緑、青）のフルカラー表示デバイスを実現することができる。
【０００８】
しかしながら、逆に、短波長になればなるほど、発光させることが技術的に難しくなる
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。少なくとも、従来の多孔質膜の形成方法では、得られるのは赤色発光する多孔質膜のみ
で、可視から紫外で発光する多孔質膜を直接形成することはできなかった。
【０００９】
このため、１９９０年にＣａｎｈａｍ等によって、シリコン基板の表面に形成された多
孔質膜が赤色発光することが初めて報告されて以来、今日まで、特に発光波長の短波長化
に関する、涙ぐましい努力が続けられている。そして、これまでに報告された発光波長の
制御方法としては、以下の（１）〜（３）の方法がある。
（１）陽極化成法で作製した多孔質半導体膜の酸化
多孔質シリコン膜を酸化することで、発光波長が短波長側にシフトする。酸化方法とし
ては、（ａ）熱酸化（非特許文献３）、（ｂ）空気中放置による自然酸化（非特許文献４
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）、（ｃ）陽極化成時に、フッ化水素とアルコールとを混合した電解液に金属亜鉛を溶解
させることで、多孔質シリコン膜を効率的に酸化させる（非特許文献５）、等の方法があ
る。
（２）陽極化成法で作製した多孔質半導体膜の微細化
化学薬品によるエッチングや電解エッチングにより、陽極化成法で作製した多孔質部分
を腐食溶解させて微細化することにより、量子サイズ効果に起因した発光の短波長側への
シフトを起こさせる（非特許文献６，７）。
（３）陽極化成法で作製した多孔質半導体膜の異種物質での被覆
多孔質シリコン膜の表面を、ＰｂとＺｒ、Ｔｉの酸化物であるＰｂ（ＺｒxＴｉ1‑x）Ｏ
3でコーティングすることにより、発光特性が赤色発光から青色発光に変化する（非特許
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文献８）。同様に、多孔質シリコン膜をＭｎＯ2で被覆することにより、赤色発光が赤色
および紫外の２色発光に変化する（非特許文献９）。但し、紫外発光の起源は不明であり
、多孔質シリコン膜からの発光ではなくて、ＭｎＯ2からの本質的ではない発光の可能性
も考えられる。
【００１０】
陽極化成法で作製した多孔質シリコン膜を上記（２）の方法で微細化した例を、図９を
参照して説明する。シリコン基板をフッ化水素水溶液とアルコールとの混合溶液による陽
極化成法で多孔質化し、その後多孔質表面を化学薬品による酸化とフッ化水素による酸化
膜の除去の工程を繰り返すことで、多孔質部分の微細化を段々に進めながら、発光スペク
トルの変化を測定した。
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【００１１】
図９中、（ａ）は、陽極化成直後の多孔質シリコン膜の発光スペクトルである。（ｂ）
〜（ｇ）は、酸化と酸化膜除去により微細化した多孔質シリコン膜の発光スペクトルであ
り、特に（ｇ）は、酸化と酸化膜除去を最も多く繰り返して微細化した多孔質シリコン膜
の発光スペクトルである。この図９から、多孔質部分の微細化によって、赤色から緑色へ
と発光スペクトルのピーク波長がシフトし、短波長化が図られていることが分かる。この
例のように、微細化が理想的に進めば、短波長化が可能となり、赤色から緑色だけでなく
、もっと短波長の青色まで、広範囲に発光波長が制御される。
【特許文献１】特開２００２−９３７７５公報
【非特許文献１】N. Noguchi and I. Suemune, Appl. Phys. Lett. Vol. 62, p. 1429, 1
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993年
【非特許文献２】L. T. Canham, Appl. Phys. Lett. Vol. 57, p. 1046, 1990年
【非特許文献３】H. Mimura et al., Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 33, p. 586, 1994年
【非特許文献４】T. Maruyama and S. Ohtani, Appl. Phys. Lett. Vol. 65, p. 1346, 1
994年
【非特許文献５】K. Y. Suh et al., J. Electrochem. Soc. Vol. 148, p. C439, 2001年
【非特許文献６】T. Moriguchi et al., J. Electrochem. Soc. Vol. 147, p.602, 2000
年
【非特許文献７】M. V. Wolkin et al., Phys. Rev. Lett. Vol. 82, p. 197, 1999年
【非特許文献８】Q. W. Chen et al., Appl. Phys. Lett. Vol. 82, p. 1018, 2003年
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【非特許文献９】Q. Chen et al., Appl. Phys. Lett. Vol. 77, p. 854, 2000年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
しかしながら、従来の発光波長の制御方法は、陽極化成法で多孔質半導体膜を作製した
後に実施されるものであり、可視から紫外で発光可能な多孔質膜を得るには、陽極化成と
その後の多孔質膜の処理という２段階での処理が必要であり、どうしても製造プロセスが
複雑になるという問題があった。
【００１３】
また、上述した陽極化成法で作製した多孔質半導体膜を、酸化、微細化、異種物質での
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被覆という方法で処理する場合には、発光波長の短波長化にも限界があり、せいぜい青色
（発光波長、約４００ｎｍ）までしか短波長化できず、４００ｎｍ以下の紫外発光は極め
て困難である。さらに致命的な欠点として、ロットによる多孔質部分の微妙な違いが、そ
の後の微細化処理の再現性に微妙な影響を与えることが挙げられる。
【００１４】
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、可視から紫外
で発光が可能な多孔質半導体膜を、簡便かつ再現性よく形成する多孔質半導体膜の形成方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
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上記目的を達成するために本発明の多孔質半導体膜の形成方法は、アルカリ性を示すフ
ッ化塩の水溶液にシリコン基板を浸漬し、浸漬されたシリコン基板に電流を印加せずに該
シリコン基板の基板面に光を照射し、該基板面に可視から紫外で発光可能な多孔質半導体
膜を形成することを特徴とする。
【００１７】
この方法によれば、シリコン基板の基板面に光を照射するだけで、該基板面に多孔質半
導体膜が形成され、可視から紫外で発光が可能な多孔質半導体膜を、簡便かつ再現性よく
形成することができる。即ち、アルカリ性を示すフッ化塩の水溶液に浸漬されたシリコン
基板に、電流を印加せずに該シリコン基板の基板面に光が照射されて、該基板面に可視か
ら紫外で発光可能な多孔質半導体膜が形成された発光性半導体基板を製造することができ
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る。
【００１８】
前記フッ化塩としては、アルカリ金属塩、アンモニウム塩、又はヒドラジニウム塩を用
いることができる。例えば、ＬｉＦ、ＮａＦ、ＫＦ、ＲｂＦ，ＣｓＦ、ＮＨ4Ｆ、及びＮ2
Ｈ5Ｆ等を用いることができる。前記水溶液としては、アルカリ性を示す溶液が好ましい
。また、前記光は、半導体基板に吸収される光の波長以下の波長の光であることが好まし
い。
【００１９】
アルカリ性を示すフッ化塩の水溶液に浸漬されたシリコン基板に、電流を印加せずに該
シリコン基板の基板面に光が照射されて、該基板面に可視から紫外で発光可能な多孔質半
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導体膜が形成された発光性半導体基板と、前記発光性半導体基板の多孔質半導体膜が形成
された基板面側に形成された透明電極と、を含む発光素子を得ることができる。
【００２０】
この発光素子は、本発明の方法で多孔質半導体膜が形成された発光性半導体基板を用い
ているので、可視から紫外での発光が可能である。
【００２１】
アルカリ性を示すフッ化塩の水溶液に浸漬されたシリコン基板に、電流を印加せずに該
シリコン基板の基板面に光が照射されて、該基板面に可視から紫外で発光可能な多孔質半
導体膜が形成された発光性半導体基板を、少なくとも有する光学センサを得ることができ
る。
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【００２２】
この光学センサは、本発明の方法で多孔質半導体膜が形成された発光性半導体基板を用
いているので、可視から紫外での発光が可能である。
【発明の効果】
【００２３】
以上説明したように、本発明の多孔質半導体膜の形成方法によれば、可視から紫外で発
光が可能な多孔質半導体膜を、簡便かつ再現性よく形成することができる、という効果が
ある。また、本発明の方法で多孔質半導体膜が形成された半導体基板を用いて、可視から
紫外で発光が可能な発光素子及びセンサを提供することができる、という効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２４】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
（多孔質半導体膜の形成方法）
図１は、本発明の多孔質半導体膜の形成方法を説明するための概略断面図である。また
、図２は、本発明の形成方法により多孔質半導体膜が形成された半導体基板の層構成を示
す部分断面図である。
【００２５】
図１に示すように、本発明の方法を実施するための装置は、フッ化塩の水溶液１０を収
容する容器１２と、水溶液１０に浸漬された半導体基板１４の基板面１４ａに光１８を照
射する光源１６と、を備えている。容器１２は、上方に向って開口すると共に、平坦な底
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部を備えている。また、光源１６は、容器１２の開口部の上方に配置されている。
【００２６】
多孔質半導体膜の形成時には、フッ化塩の水溶液１０を収容した容器１２の底部に、半
導体基板１４が基板面１４ａを上にして載置され、フッ化塩の水溶液１０中に半導体基板
１４が浸漬される。そして、半導体基板１４の基板面１４ａに、光源１６から励起光１８
が照射される。これにより、半導体基板１４が基板面１４ａからエッチングされ、図２に
示すように、半導体基板１４の基板面１４ａ側に多孔質半導体膜２０が形成される。
【００２７】
なお、上記では、光源１６を容器１２の開口部の上方に配置し、励起光１８を上方から
照射する例について説明したが、半導体基板１４の基板面１４ａに励起光１８を照射でき
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ればよく、容器１２を励起光１８に対し透明な材料で構成し、容器１２の側面から励起光
１８を照射してもよい。また、上記では、容器１２の底部に半導体基板１４を載置する例
について説明したが、半導体基板１４の基板面１４ａに励起光１８を照射できればよく、
基板面１４ａが容器１２の底面に対し垂直又は斜めになるように、半導体基板１４を配置
してもよい。
【００２８】
水溶液１０は、フッ化塩の水溶液である。ここで「塩」とは、酸に含まれる解離可能な
水素イオンを、金属イオン（Na+、K+など）やアンモニウムイオン（NH4+）等のカチオン
で置換した化合物のことである。従来の光アシスト化学エッチング法が、ＨＦ、ＨＣｌ、
ＨＮＯ3など、酸を用いているのに対し、本発明の形成方法は、半導体基板１４を浸漬す
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る水溶液１０として、フッ化塩の水溶液を用いた点に特徴がある。
【００２９】
塩の水溶液は、化学的に酸とは全く異なる性質を示す。また、周知のとおり、フッ化水
素の水溶液は半導体プロセスに最も一般的に使用される薬品であるが、塩の水溶液が半導
体プロセスに使用された例はほとんど無い。
【００３０】
フッ化塩としては、フッ化リチウム（ＬｉＦ）、フッ化ナトリウム（ＮａＦ）、フッ化
カリウム（ＫＦ）、フッ化ルビジウム（ＲｂＦ）、フッ化セシウム（ＣｓＦ）などのアル
カリ金属塩、アンモニウム塩（ＮＨ4Ｆ）、ヒドラジニウム塩（Ｎ2Ｈ5Ｆ）を用いること
ができる。但し、安全性や取り扱い易さ、経済性等の観点から、これらのフッ化塩の中で
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も、ＬｉＦ、ＮａＦ、ＫＦがより好ましく、ＫＦが特に好ましい。また、複数種の塩を適
宜組合わせて用いることもできる。
【００３１】
フッ化塩のモル濃度は、塩の飽和溶解度に応じたモル濃度以下の範囲とすることができ
る。例えば、ＫＦの飽和溶解度でのＫＦ水溶液のモル濃度は約１６Ｍであり、ＮａＦの飽
和溶解度でのＮａＦ水溶液のモル濃度は約１Ｍである。フッ化塩のモル濃度が高くなれば
、多孔質膜の形成に関与するフッ化水素（ＨＦ）や水酸化物イオン（ＯＨ‑）の濃度も高
くなり、多孔質膜が効率よく形成される。一方、フッ化塩のモル濃度が低すぎると、多孔
質膜の形成に長時間を要し実用的ではない。従って、フッ化塩のモル濃度は、約０．０５
Ｍ以上とすることが好ましい。
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【００３２】
また、フッ化塩のモル濃度は、多孔質度（ポーラシティ）や多孔質サイズなど、多孔質
半導体膜の微細構造の形成にも影響を与える。しかしながら、後述する「励起光の強度」
と同様に、フッ化塩のモル濃度が最も影響するのは多孔質の形成速度であり、上述したと
おり、モル濃度が大きい水溶液では短時間で多孔質膜が形成される。従って、励起光の強
度が小さい場合には水溶液のモル濃度を高くし、励起光の強度が大きい場合には水溶液の
モル濃度を低下させることが好ましい。
【００３３】
水溶液のｐＨはモル濃度と密接に関係し、ＫＦなどのアルカリ金属塩などでは、水溶液
のモル濃度が高くなるほどｐＨが高くなり、ｐＨの高い水溶液ほど多孔質膜の形成速度が

10

大きくなる。従って、水溶液のｐＨは７以上、すなわち、アルカリ性の水溶液がより好ま
しい。また、水溶液の温度は、ｐＨの場合と同様に、高温になるほど多孔質膜の形成速度
が大きくなる。従って、多孔質膜の形成促進の観点からは、反応温度は室温（２０℃）以
上が好ましい。
【００３４】
また、水溶液１０には、他の薬品を添加することもできる。他の薬品としては、アルコ
ール等の水溶性溶剤、塩酸等の酸性液などが挙げられる。メタノール、エタノール等のア
ルコール溶剤を添加することで、より微細な多孔質構造を得ることができる。
【００３５】
半導体基板１４としては、シリコン基板の外、同じ元素半導体のゲルマニウム（Ｇｅ）
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基板、化合物半導体のＧａＡｓ基板、ＧａＰ基板、ＩｎＰ基板などを用いることができる
。即ち、本発明の形成方法はこれらの半導体基板にも適用可能である。しかしながら、安
価に入手可能であり、加工技術が蓄積されている点で、シリコン基板が特に好ましい。
【００３６】
即ち、シリコン基板の材料であるシリコンの単位堆積当たりの価格は、ＧａＮ半導体の
材料の１つであるガリウム（Ｇａ）の単位堆積当たりの価格よりも、数千から数万倍の安
さである。また、超ＬＳＩやデジタルカメラの撮像素子などで培われたシリコンの高度な
製造技術がそのまま使用できる点も大きな魅力である。
【００３７】
励起光１８は、半導体中で自由電子−正孔対を生成しうる波長の光であればよく、半導
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体のバンドギャップに応じて適宜選択される。例えば、シリコン結晶のバンドギャップは
約１．１ｅＶであり、原理的には１．１ｅＶ以上の光エネルギーが付与されればよい。即
ち、励起光の波長は１１３０ｎｍより短波長であればよい。
【００３８】
しかしながら、半導体基板１４に効率良く光を吸収させるためには、励起光１８は、半
導体基板に吸収される光の波長以下の波長の光とすることが好ましい。例えば、シリコン
結晶に対しては、波長６３３ｎｍ、光エネルギー１．９６ｅＶのＨｅ−Ｎｅレーザ光を、
励起光として照射する。
【００３９】
また、励起光１８は、コヒーレント光（レーザ光）であるか、非コヒーレント光（非レ

40

ーザ光）であるかは問わない。従って、光源１６としては、レーザ光源だけでなく、キセ
ノンランプ、水銀灯、発光ダイオードなども使用可能である。レーザ光源としては、例え
ば、Ｈｅ−Ｎｅガスレーザを用いることができる。また、発光ダイオードとしては、面ア
レイ型のＧａＮ発光ダイオードを用いることができる。
【００４０】
励起光の強度は、数ｍＷ〜数十Ｗの範囲とすることができる。照射する光の強度が強け
れば強いほど、光励起で生成される自由電子−正孔対の濃度が増加し、多孔質膜が効率よ
く形成される。一方、励起光の強度が小さすぎると、多孔質膜の形成に長時間を要し実用
的ではない。また、逆に励起光の強度が大きすぎると、多孔質膜が形成されず、半導体基
板が単に平坦にエッチングされるだけになる。
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【００４１】
励起光の波長は、波長が変化すれば半導体結晶中への光侵入深さも変化するので、多孔
質度や多孔質サイズなど、多孔質半導体膜の微細構造の形成に影響を与える。波長が短波
長化するに従って半導体結晶中への光侵入深さが浅くなる。
【００４２】
例えば、シリコン結晶への各波長の光の侵入深さは、波長６３２．８ｎｍのＨｅ−Ｎｅ
レーザでは約２μｍ、４８８．０ｎｍのＡｒレーザでは約０．５μｍ、４４１．６ｎｍの
Ｈｅ−Ｃｄレーザでは約０．２μｍ、そして３２５ｎｍのＨｅ−Ｃｄレーザでは約０．０
１μｍである。
【００４３】

10

半導体結晶中への光侵入深さが深くなるほど、膜厚の厚い多孔質膜が形成される。従っ
て、高品質の多孔質膜を安定に作製するには、励起光の波長は、２５０ｎｍ〜１０００ｎ
ｍの範囲が好ましく、４００ｎｍ〜８００ｎｍの範囲がより好ましい。また、多孔質サイ
ズの小さい微細な多孔質膜を形成するためにも、励起光の波長は、同じく２５０ｎｍ〜１
０００ｎｍの範囲が好ましく、４００ｎｍ〜８００ｎｍの範囲がより好ましい。
【００４４】
励起光の照射時間は、フッ化塩のモル濃度、励起光の強度、励起光の波長に応じて、適
宜、最適化されるが、１０分〜１０時間の範囲とすることが好ましい。
【００４５】
（多孔質膜の形成機構）

20

フッ化カリウム（ＫＦ）を例にして、フッ化塩の水溶液中で多孔質膜が形成される機構
を考察する。
【００４６】
ＨＦ水溶液がガラス物質（Ｓｉの酸化物）を溶解することは周知の事実である。従って
、光アシスト化学エッチング法では、多孔質シリコン膜の形成時に、光照射によって生成
された正孔がシリコン結晶の表面を微妙に酸化し、この酸化膜がＨＦ水溶液でエッチング
除去されたため、結果としてシリコン結晶の表面に多孔質膜が形成されると考えることが
できる。
【００４７】
一方、フッ化カリウム（ＫＦ）などのアルカリハライドの水溶液は、常識的には中性で

30

あるから、中性の水溶液でガラス物質がエッチング除去されるとは考えにくい。食塩（Ｎ
ａＣｌ）もＫＦと同じくアルカリハライドであり、食塩の水溶液、すなわち食塩水がガラ
ス物質を溶かすとすれば、ガラスのコップに食塩水を注ぐことはできなくなる。こんなこ
とは、現実にはありえないはずである。
【００４８】
そこで、ＫＦの水溶液中での状態について考えてみると、下記反応式（１）に示すよう
に、この試薬は水溶液中で加水分解を起こす。
【００４９】
【化１】
40

【００５０】
即ち、上記の反応式（１）に示す加水分解により、ＫＦ水溶液中にＨＦが生成するだけ
ではなく、ＯＨ‑イオンも同時に生成する（以下では、ＯＨ‑イオンの生成を「アルカリ反
応」という）。このアルカリ反応が原因で、食塩水とは異なり、ＫＦ水溶液は中性ではな
く、アルカリ性を呈するのである。
【００５１】
ＫＯＨ水溶液、ＮａＯＨ水溶液などの典型的なアルカリ水溶液が、シリコン結晶を腐食
エッチングすることはよく知られている。酸性水溶液であるＨＦ水溶液は、酸化膜（ガラ
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ス物質）のみを溶解する。従って、ＫＦ水溶液では、上記の反応式（１）に示すように、
ＨＦとＯＨ‑イオンとが共存するため、ＨＦがガラス物質を、ＯＨ‑イオンがシリコン結晶
自体を、各々効率的に腐食エッチングしたため、高品質の多孔質シリコン膜がシリコン結
晶の表面に形成されたものと考えられる。
【００５２】
（発光素子の作製）
図３は、多孔質半導体膜が形成された半導体基板を備えた発光素子の層構成を示す部分
断面図である。図３に示すように、半導体基板１４の基板面１４ａには、上述した方法で
多孔質半導体膜２０が形成され、多孔質半導体膜２０の表面には透明電極２２が形成され
ている。

10

【００５３】
透明電極２２とは、発光光を透過させる物質で形成された電極である。透明電極２２は
、ネサ膜と称される酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）薄膜や、酸化スズ（ＳｎＯ2）薄膜、酸
化インジウム−スズ（ＩＴＯ）薄膜などで構成することができる。透明電極２２の形成方
法としては、スパッタリングや化学蒸着を挙げることができる。
【００５４】
上述した透明電極２２と半導体基板１４との間に電圧を印加し、多孔質半導体膜２０に
電流を流すと、この多孔質半導体膜２０が紫外発光する。
【００５５】
発光素子の発光波長の制御は、透明電極２２の形成前に、多孔質半導体膜２０が形成さ

20

れた半導体基板１４を、酸性又はアルカリ性の薬品に適宜浸漬し、多孔質半導体膜２０の
表面構造を改質することで行う。
【００５６】
酸性又はアルカリ性の薬品としては、多孔質半導体や半導体表面に形成された酸化膜を
エッチングにより除去する薬品を用いることができる。このような薬品としては、フッ化
水素の水溶液、フッ化アンモニウム（ＮＨ4Ｆ）等を挙げることができる。
【００５７】
上述したとおり、赤色発光する多孔質シリコン膜の表面に酸化膜を形成して、多孔質シ
リコン膜の発光波長を短波長化する技術が知られている。従って、紫外発光する多孔質シ
リコン膜の場合は、例えば、フッ化水素の水溶液等、酸性の薬品に浸漬することで、多孔

30

質シリコンの表面に形成された酸化膜を除去し、多孔質シリコン膜の発光波長を長波長化
することができる。
【００５８】
なお、フッ化水素の水溶液は、多孔質シリコン膜だけでなく、多孔質ＧａＡｓ膜や多孔
質ＧａＰ膜、多孔質ＩｎＰ膜等にも適用可能であり、多孔質半導体の表面に形成された酸
化膜を除去して、発光波長を長波長化することができる。
【００５９】
また、上記では、多孔質半導体膜の形成後に発光波長の制御を行う例について説明した
が、多孔質半導体膜の形成時に、フッ化塩の濃度、励起光の強度、励起光の波長を種々変
更することで、多孔質半導体膜の微細構造を変化させて、発光波長の制御を行うことがで

40

きる。
【００６０】
（他の応用分野）
本発明の形成方法で形成された多孔質半導体膜は、可視から紫外で発光する発光素子等
の光源デバイスへ応用することができる。可視から紫外で発光する発光素子は、近年注目
されているＧａＮ系発光ダイオードと市場が重なっており、その市場規模は大きい。
【００６１】
ＧａＮ系発光ダイオードは本質的に点発光光源であるのに対して、多孔質半導体膜を備
えた光源は面発光光源であり、この点での優位性が期待できる。紫外発光する面光源は、
紫外／可視変換発光源の励起光源として有望である。また、可視発光する面光源は、例え
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ば、液晶パネルディスプレーや次世代携帯電話ディスプレーのバックライトとして期待さ
れている。
【００６２】
また、これら光源デバイスの外、多孔質半導体膜を備えた各種のデバイス、例えば、湿
度やガスなどを検知するセンサー、光共振器、光導波路、面放出型コールドカソード等に
も応用することができる。多孔質半導体膜は表面積が大きいため、センサーに応用するこ
とで検知精度を向上させることができる。
【００６３】
以上説明したとおり、本発明の多孔質半導体膜の形成方法によれば、（１）フッ化塩の
水溶液を収容する容器と励起光源とがあればよく、非常に簡便な装置で半導体基板の基板
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面に多孔質半導体膜を形成することができる。即ち、陽極化成に必要な電極や電源装置等
は不要である。（２）また、水溶液のフッ化塩の濃度、励起光の波長、励起光の強度によ
り、多孔質膜の微細構造の制御、ひいては発光波長の制御が可能であり、プロセス制御が
簡単になる。
【００６４】
さらに、本発明の形成方法で得られる多孔質半導体膜は、（１）多孔質膜の結晶粒径が
細かく、均一に分布している、（２）３７５ｎｍの紫外発光が得られるなど、短波長での
発光が可能である、（３）化学薬品への浸漬処理等により、発光波長の制御が容易である
、といった特徴を有している。
【実施例】

20

【００６５】
以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説明する。本発明は以下に述べる実施例に限
定されるものではない。
（実施例１）
半導体基板としてｎ型シリコン結晶基板を用意した。このシリコン結晶基板を、トリク
ロロエチレン（トリクレン）、アセトン、及びアルコールで順に脱脂洗浄した後、基板面
が上を向くように、１Ｍのフッ化カリウム（ＫＦ）の水溶液に浸漬した。水溶液は定性的
には弱アルカリ性であるが、そのｐＨは約７（ほぼ中性）である。
【００６６】
励起光を照射する光源として、発振波長６３２．８ｎｍのＨｅ−Ｎｅレーザを用い、２
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０℃の室温下、シリコン結晶基板をＫＦ水溶液に浸漬した状態で、シリコン結晶基板の基
板面の全面に、波長６３２．８ｎｍのレーザ光を５ｍＷの強度で照射した。
【００６７】
レーザ光を３時間照射した後、ＫＦ水溶液からシリコン結晶基板を引き上げた。シリコ
ン結晶基板は、基板面からエッチングされ、多孔質化されて変色していた。この変色した
部分が、多孔質シリコン膜である。
【００６８】
シリコン結晶基板の表面を洗浄し、乾燥した後、多孔質シリコン膜上に、透明電極とし
て酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）薄膜を形成して、実施例１の発光素子を得た。
【００６９】

40

（比較例１）
ｎ型シリコン結晶基板を浸漬する水溶液を、２５％のフッ化水素（ＨＦ）の水溶液とし
た以外は実施例１と同様にして、シリコン結晶基板に多孔質シリコン膜を形成し、この多
孔質シリコン膜上に透明電極を形成して、比較例１の発光素子を得た。
【００７０】
―発光スペクトルの測定―
実施例１及び比較例１で得られた発光素子の各々について、透明電極とシリコン結晶基
板との間に所定の電圧を印加し、多孔質半導体膜からの発光スペクトルを測定した。
【００７１】
実施例１の発光素子では、図４（Ａ）に示すように、光エネルギーが３．３ｅＶ（発光
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波長３７５ｎｍ）の強い紫外発光と、約２．５ｅＶの弱い緑色発光とが観測された。緑色
発光強度に対する紫外発光強度の比は約９である。なお、紫外光は肉眼では視認できない
ため、人間の眼には緑色に発光しているように見える。
【００７２】
従来の陽極化成法で作製した多孔質シリコン膜を酸化して完全にシリカ化させた膜から
紫外発光が観測された例は報告されている（G. G. Qin et al., Appl. Phys. Lett. Vol.
69, p. 1689, 1996年）。しかしながら、多孔質シリコン膜自体から、可視光に比べて非
常に高強度の紫外発光が観測された例は、本例が初めてである。
【００７３】
一方、比較例１の発光素子では、図４（Ｂ）に示すように、波長が６３０ｎｍ、発光エ
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ネルギーが２ｅＶの赤色発光のみが観測される。
【００７４】
―多孔質膜表面の観測―
実施例１及び比較例１で形成された多孔質シリコン膜の各々について、原子間力顕微鏡
（ＡＦＭ）を用いて膜表面を観測した。膜表面のＡＦＭ観測は、多孔質シリコン膜上に透
明電極を形成する前に行った。図５（Ａ）が実施例１で形成された多孔質シリコン膜のＡ
ＦＭ像であり、図５（Ｂ）が比較例１で形成された多孔質シリコン膜のＡＦＭ像である。
【００７５】
これらのＡＦＭ像を比較すると、実施例１で形成された多孔質膜は、比較例１で形成さ
れた多孔質膜に比べて、結晶粒径が細かく、均一に分布していることが分かる。発光素子
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から観測された発光スペクトルの相違も、このような多孔質膜の構造的な相違を反映して
いるものと推測される。
【００７６】
―多孔質膜表面の化学的構造の観測―
実施例１及び比較例１で形成された多孔質シリコン膜の各々について、フーリエ変換赤
外分光法（ＦＴ−ＩＲ）により、膜表面の赤外吸収スペクトルを測定した。測定結果を図
６に示す。なお、図６においては、実施例１の測定結果を太い実線で示し、比較例１の測
定結果を点線で示す。また、参考のために、脱脂洗浄のみを行ったシリコン結晶基板につ
いての赤外吸収スペクトルの測定結果を細い実線で示す。これらの赤外吸収スペクトルを
比較することで、膜表面の化学的な構造の相違が分る。
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【００７７】
図６の波数６００ｃｍ‑1〜７００ｃｍ‑1の吸収はＳｉ−Ｈnひずみモードに起因するも
のであり、１１００ｃｍ‑1近辺の吸収はＳｉ−Ｏ−Ｓｉストレッチモードに起因するもの
である。この図から分るように、実施例１の多孔質膜の赤外吸収スペクトルと、比較例１
の多孔質膜の赤外吸収スペクトルとの大きな相違点は、１１００ｃｍ‑1近辺のＳｉ−Ｏ−
Ｓｉストレッチモードに起因する吸収ピークにある。
【００７８】
実施例１の多孔質膜では、この吸収ピークが１０７０ｃｍ‑1と１１００ｃｍ‑1のダブレ
ットのピークとして観測されているのに対し、比較例１の多孔質膜では、脱脂洗浄のみの
基板と同じく、ダブレットになっていない単一ピーク（１１００ｃｍ‑1）として観測され
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ている。
【００７９】
比較例１のように、HF水溶液中での光アシスト化学エッチング法により形成された多孔
質シリコン膜だけでなく、陽極化成法によって形成された多孔質シリコン膜においても、
この吸収ピークは作製直後は単一ピークとして観測される。そして、これら単一ピークを
呈する多孔質膜（試料）は、例えば、空気中に長時間、自然放置される等して多孔質膜の
表面が自然酸化されると、単一ピークからダブレットのピークへと経時変化し、これに対
応して発光波長が短波長側にシフトするのである。
【００８０】
しかしながら、K. Y. Suh et al., J. Electrochem. Soc. Vol. 148, p. C439, 2001年
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の記載によれば、自然酸化の場合は、数日間以上の長時間自然放置する必要があり、発光
波長も４９０ｎｍから４２０ｎｍへと短波長側に若干シフトするにすぎない。半導体製造
プロセスにおいて長時間自然放置を採用することは、プロセス自体の信頼性や再現性を低
下させる。
【００８１】
実施例１の多孔質膜では、多孔質膜形成時において、自然放置した場合と同様に、１１
００ｃｍ‑1近辺のＳｉ−Ｏ−Ｓｉストレッチモードに起因する吸収ピークがダブレットの
ピークとして観測されている。さらに発光波長も、３７５ｎｍと極めて短波長（紫外光）
である。このことは、実施例１の多孔質膜の表面が当初から酸化膜で覆われていて、比較
例１の多孔質膜に比べ、化学的に安定な状態であることを示唆している。
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【００８２】
（実施例２）
ｎ型シリコン結晶基板を浸漬する水溶液を、５Ｍのフッ化カリウム（ＫＦ）の水溶液と
した以外は実施例１と同様にして、シリコン結晶基板に多孔質シリコン膜を形成し、この
多孔質シリコン膜上に透明電極を形成して、実施例２の発光素子を得た。なお、水溶液の
ｐＨは７．６である。
【００８３】
得られた発光素子について、透明電極とシリコン結晶基板との間に所定の電圧を印加し
、多孔質半導体膜からの発光スペクトルを測定したところ、実施例１の発光素子と同様に
、強い紫外発光と弱い緑色発光とが観測された。
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【００８４】
（実施例３）
ｎ型シリコン結晶基板を浸漬する水溶液を、１Ｍのフッ化ナトリウム（ＮａＦ）の水溶
液とした以外は実施例１と同様にして、シリコン結晶基板に多孔質シリコン膜を形成し、
この多孔質シリコン膜上に透明電極を形成して、実施例３の発光素子を得た。
【００８５】
得られた発光素子について、多孔質半導体膜からのＰＬ（フォトルミネッセンス）発光
スペクトルを測定したところ、図７に示すように、光エネルギーが３．２５ｅＶ（発光波
長３８０ｎｍ）の強い紫外発光と、約２．４ｅＶの弱い緑色発光とが観測された。緑色発
光強度に対する紫外発光強度の比は約１０である。
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【００８６】
（実施例４）
実施例４では、実施例１と同様に多孔質シリコン膜が形成されたシリコン結晶基板を、
酸性のＨＦ水溶液によって浸漬処理して発光波長の制御を行った。
【００８７】
即ち、実施例１と同様に、半導体基板としてｎ型シリコン結晶基板を用意した。このシ
リコン結晶基板を、トリクロロエチレン（トリクレン）、アセトン、及びアルコールで順
に脱脂洗浄した後、基板面が上を向くように、１Ｍのフッ化カリウム（ＫＦ）の水溶液に
浸漬した。
【００８８】
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励起光を照射する光源として、発振波長６３２．８ｎｍのＨｅ−Ｎｅレーザを用い、２
０℃の室温下、シリコン結晶基板をＫＦ水溶液に浸漬した状態で、シリコン結晶基板の基
板面の全面に、波長６３２．８ｎｍのレーザ光を５ｍＷの強度で３時間照射した。これに
より、基板面に多孔質シリコン膜が形成されたシリコン結晶基板が得られた。
【００８９】
得られたシリコン結晶基板を、４６％のＨＦ水溶液に１０秒間浸漬処理した。ＨＦ水溶
液からシリコン結晶基板を引き上げ、表面を洗浄し、乾燥した後、多孔質シリコン膜上に
、透明電極として酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）薄膜を形成して、実施例４の発光素子を得
た。
【００９０】
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実施例４で得られた発光素子について、透明電極とシリコン結晶基板との間に所定の電
圧を印加し、多孔質半導体膜からの発光スペクトルを測定したところ、図８に太線で示す
ように、赤色発光だけが得られた。比較のために、図８に、実施例１の発光素子の発光ス
ペクトルを細線で併記する。
【００９１】
両者を比較すれば分るように、浸漬処理を行っていない実施例１の発光素子では強い紫
外発光と弱い緑色発光とが観測されるが、浸漬処理を行うことで、紫外発光、緑色発光か
ら赤色発光に変化する。これは多孔質膜上の酸化膜が、HF水溶液による浸漬処理によって
エッチング除去されたためである。
【００９２】
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このとおり、酸性のＨＦ水溶液によって浸漬処理することで、紫外発光、緑色発光から
赤色発光へと、発光波長の制御を非常に簡単に行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
本発明の形成方法で形成された多孔質半導体膜は、可視から紫外で発光する発光素子等
の光源デバイスへ応用することができる。また、これら光源デバイスの外、多孔質半導体
膜を備えたデバイス、例えば、湿度やガスなどを検知するセンサー、光共振器、光導波路
、面放出型コールドカソード等にも応用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
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【図１】本発明の多孔質半導体膜の形成方法を説明するための概略断面図である。
【図２】本発明の形成方法により多孔質半導体膜が形成された半導体基板の層構成を示す
部分断面図である。
【図３】多孔質半導体膜が形成された半導体基板を備えた発光素子の層構成を示す部分断
面図である。
【図４】（Ａ）は本発明の実施例に係る発光素子の発光スペクトルを示す線図であり、（
Ｂ）は従来技術により作製された比較例の発光素子の発光スペクトルを示す線図である。
【図５】（Ａ）は本発明の実施例で形成された多孔質シリコン膜のＡＦＭ像であり、（Ｂ
）は従来技術により作製された比較例の多孔質シリコン膜のＡＦＭ像である。
【図６】本発明の実施例で形成された多孔質シリコン膜、及び従来技術により作製された
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比較例の多孔質シリコン膜の赤外吸収スペクトルを示す線図である。
【図７】本発明の他の実施例に係る発光素子の発光スペクトルを示す線図である。
【図８】本発明の他の実施例に係る発光素子の発光スペクトルを示す線図である。
【図９】従来の発光波長の制御方法を説明するための図である。
【符号の説明】
【００９５】
１０

水溶液

１２

容器

１４ａ 基板面
１４

半導体基板

１６

光源

１８

励起光

２０

多孔質半導体膜

２２

透明電極
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