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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎｍの何れかの
ナノシリコンを多数内包する半導体基板上の酸化ケイ素膜に、フッ酸水溶液処理とブロワ
ー処理を施すことにより、多数のナノシリコンを含んだフッ酸水溶液をナノシリコンと酸
化ケイ素膜の存在しない領域に移動させて、凝集状態で露出して形成され、かつ、室温で
、低い駆動電圧にて、青色、緑色、赤色の何れかを高輝度で発光することを特徴とする高
輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子。
【請求項２】
前記ナノシリコンが、高周波スパッタリング法で作製したアモルファス酸化ケイ素膜に
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熱処理を施して形成されたナノシリコンであることを特徴とする請求項１に記載の高輝度
・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子。
【請求項３】
前記熱処理の温度は９００〜１２００℃で、かつ、同時間は１５〜１００分であること
を特徴とする請求項２に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子。
【請求項４】
半導体基板上に形成された酸化ケイ素膜が存在しない領域に、粒子サイズ１．５〜２．
０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎｍの何れかのナノシリコンを多数含んで
形成され、かつ、室温で、低い駆動電圧にて、赤色、緑色、青色の何れかを高輝度で発光
することを特徴とする高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子。
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【請求項５】
前記ナノシリコンが、高周波スパッタリング法で作製したアモルファス酸化ケイ素膜に
熱処理を施し、その後、フッ酸水溶液処理、攪拌処理を施して形成されたナノシリコンで
あることを特徴とする請求項４に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子。
【請求項６】
半導体基板上に、粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．
５ｎｍの何れかのナノシリコンを多数内包する酸化ケイ素膜を形成し、
上記酸化ケイ素膜にフッ酸水溶液処理を施し、半導体基板上に、酸化ケイ素膜が存在し
ない領域を形成し、次いで、該領域に隣接して、ナノシリコンを多数含むフッ酸水溶液が
残留する領域を形成し、その後、
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上記フッ酸水溶液残留領域にブロワー処理を施し、隣接する酸化ケイ素膜が存在しない
領域に、多数のナノシリコンを凝集状態で露出せしめる
ことを特徴とする高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【請求項７】
前記ナノシリコンが、高周波スパッタリング法で作製したアモルファス酸化ケイ素膜に
熱処理を施して形成したナノシリコンであることを特徴とする請求項６に記載の高輝度・
低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【請求項８】
前記熱処理の温度は９００〜１２００℃で、かつ、同時間は１５〜１００分であること
を特徴とする請求項７に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
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【請求項９】
前記フッ酸水溶液処理において、濃度１〜１０％のフッ酸水溶液を用い、６０〜１８０
分処理し、半導体基板上に、前記酸化ケイ素膜が存在しない領域を形成することを特徴と
する請求項６〜８のいずれか１項に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の
製造方法。
【請求項１０】
前記フッ酸水溶液処理において、濃度１〜１０％のフッ酸水溶液を用い、１０〜６０分
処理し、前記ナノシリコンを多数含むフッ酸水溶液が残留する領域を形成することを特徴
とする請求項６〜９のいずれか１項に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子
の製造方法。
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【請求項１１】
半導体基板を熱処理し、該基板上に酸化ケイ素膜を形成し、次いで、
上記酸化ケイ素膜中に、酸化ケイ素膜が存在しない領域を形成し、その後、
上記領域に、粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎ
ｍの何れかのナノシリコンを多数含むナノシリコンを付着させ、凝集状態で露出せしめる
ことを特徴とする高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【請求項１２】
前記熱処理の温度が１０００〜１２００℃であることを特徴とする請求項１１に記載の
高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【請求項１３】
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前記酸化ケイ素膜が存在しない領域を、フォトリソグラフィで酸化ケイ素膜上にパター
ン被膜を形成し、露出している酸化ケイ素膜をフッ酸水溶液処理して形成することを特徴
とする請求項１１又は１２に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方
法。
【請求項１４】
前記領域に、粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎ
ｍの何れかのナノシリコンを多数含むナノシリコンを含有する溶液を塗布し、所定粒子径
条のナノシリコンを凝集状態で露出せしめることを特徴とする請求項１１〜１３のいずれ
か１項に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【請求項１５】
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前記ナノシリコン粒子が、高周波スパッタリング法で作製したアモルファス酸化ケイ素
膜に熱処理を施し、次いで、フッ酸水溶液処理を施し、その後、溶液中で攪拌処理を施し
て形成されたナノシリコンであることを特徴とする請求項１１〜１４のいずれか１項に記
載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【請求項１６】
前記フッ酸水溶液処理を、濃度１〜５０％のフッ酸水溶液を用い、１０〜７０℃で、１
０〜６００秒行うことを特徴とする請求項１５に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコ
ン発光素子の製造方法。
【請求項１７】
前記攪拌処理を１０〜６００秒行うことを特徴とする請求項１５又は１６に記載の高輝
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度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、低い駆動電圧（直流電圧）で、光の三原色（赤色、緑色、青色）を、高輝度
でかつ安定的に発光するナノシリコン発光素子とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
現代の情報化社会において最も欠かすことのできない機器として、ディスプレイが挙げ
られる。ディスプレイ機器は、パーソナルコンピュータ、テレビ、カーナビゲーション、
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電光掲示板、案内表示板、携帯電話など多種の用途に使われている。
【０００３】
現在、市販されているディスプレイは、薄くて軽いフラットパネルディスプレイが主流
であり、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、エレクトロルミネッセンスディスプ
レイ、発光ダイオードなどが広く使用されている。
【０００４】
しかし、各種ディスプレイ内の発光層には、高価な材料、地球環境負荷の大きい材料、
人体に対して有毒、有害物質などが使用されているため、今後のディスプレイ開発におい
ては、原材料の再検討が急務とされている。
【０００５】
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したがって、ディスプレイ分野の未来を切り拓くためには、低コスト、地球環境に対し
て優しい、人体に無毒性・無害性でかつ省エネルギー化の実現といったキーワードを持つ
新規な材料を開発していく必要がある。
【０００６】
これらのキーワードをすべて満足させることのできる材料として、ナノシリコンが挙げ
られる（特許文献１、参照）。ナノシリコンからは、量子効果を利用することで、高輝度
でかつ安定的な可視領域発光を得ることができる。
【０００７】
また、発光色は、ナノシリコンの粒子サイズに直接依存しているため、粒子サイズを調
整することにより、赤色から青色にかけての発光を自在に得ることができる（非特許文献
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１〜４、参照）。そして、発光輝度も、個々のナノシリコン自体から発せられる光の強度
を強くしたり、また、ナノシリコン密度を増減したりすることにより、自在に制御するこ
とも可能である。
【０００８】
さらに、ナノシリコンのベース物質はシリコンであるため、低コストで、地球環境に対
してだけでなく、人体にも優しく、かつ、無毒性・無害性であるなどのメリットも有して
いる。
【０００９】
したがって、ナノシリコンは、ディスプレイ用の新規の発光材料として最適であるとい
える。しかし、ナノシリコンを発光素子として使用した場合、可視領域発光を得るのに、
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数十Ｖ以上の高い駆動電圧を必要とする。
【００１０】
従来は、駆動電圧を下げるために発光層の膜厚を薄くする方法や、駆動電圧を高くする
ナノシリコンの表面酸化層を除去する方法等を用いていた。しかし、これらの方法では、
低い駆動電圧で発光させることができても、発光輝度を低下させるし、また、安定的に発
光させることができない。
【００１１】
【特許文献１】特開平１１−２０１９７２号公報
【非特許文献１】２１世紀連合シンポジウム論文集（２００２年、東京）、ｐ．４７７〜
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４７８
【非特許文献２】平成１６年度照明学会第３７回全国大会講演論文集（２００４年８月４
日）、ｐ．２３３、ｐ．２３４
【非特許文献３】第５１回応用物理学関係連合講演会講演予稿集Ｎｏ．３（２００４）、
２８ｐ−Ｐ６−４
【非特許文献４】東海大学総合科学技術研究所研究会資料集２４（２００５年３月３１日
）、ｐ．４０〜４６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
低い駆動電圧において、高輝度でかつ安定的に赤色、緑色、青色で発光するナノシリコ
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ン発光素子の開発は、高精細、省エネルギーかつ環境保全性ディスプレイの商品化を促進
する。
【００１３】
そこで、本発明は、（ｉ）ナノシリコン発光素子からの発光（赤色、緑色、青色）を低
い駆動電圧で得ること、及び、（ii）赤色、緑色、青色を高輝度でかつ安定的に発光させ
ること、を課題（又は目的）とする。
【００１４】
また、本発明は、赤色、緑色、青色を発光するナノシリコン発光素子を製造する製造方
法を確立すること、も課題（又は目的）とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１５】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、（ｉ）高周波スパッタリン
グ法を用いて、粒子サイズが１．５〜３．５ｎｍのナノシリコンを形成し、その後、フッ
酸水溶液処理とブロワー処理をすることで作製したナノシリコン発光素子から、低い駆動
電圧において、高輝度でかつ安定的な発光を得ることができること、を見いだした。
【００１６】
また、本発明者は、（ii）フォトリソグラフィによりパターン形状にした酸化ケイ素層
の間に、粒子サイズ１．５〜３．５ｎｍのナノシリコン粒子を形成したナノシリコン発光
素子から、低い駆動電圧において、高輝度でかつ安定的な発光を得ることができること、
を見いだした。
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【００１７】
本発明は、上記知見に基づいてなされたもので、その要旨は以下のとおりである。
【００１８】
（１）

粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎｍの

何れかのナノシリコンを多数内包する半導体基板上の酸化ケイ素膜に、フッ酸水溶液処理
とブロワー処理を施すことにより、多数のナノシリコンを含んだフッ酸水溶液をナノシリ
コンと酸化ケイ素膜の存在しない領域に移動させて、凝集状態で露出して形成され、かつ
、室温で、低い駆動電圧にて、青色、緑色、赤色の何れかを高輝度で発光することを特徴
とする高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子。
【００１９】
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前記ナノシリコンが、高周波スパッタリング法で作製したアモルファス酸化ケ

イ素膜に熱処理を施して形成されたナノシリコンであることを特徴とする前記（１）に記
載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子。
【００２０】
（３）

前記熱処理の温度は９００〜１２００℃で、かつ、同時間は１５〜１００分で

あることを特徴とする前記（２）に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子。
【００２１】
（４）

半導体基板上に形成された酸化ケイ素膜が存在しない領域に、粒子サイズ１．

５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎｍの何れかのナノシリコンを多
数含んで形成され、かつ、室温で、低い駆動電圧にて、赤色、緑色、青色の何れかを高輝

10

度で発光することを特徴とする高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子。
【００２２】
（５）

前記ナノシリコンが、高周波スパッタリング法で作製したアモルファス酸化ケ

イ素膜に熱処理を施し、次いで、フッ酸水溶液処理を施し、その後、溶液中で攪拌処理を
施して形成されたナノシリコンであることを特徴とする前記（４）に記載の高輝度・低駆
動電圧型ナノシリコン発光素子。
【００２３】
（６）

半導体基板上に、粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．

５〜３．５ｎｍの何れかのナノシリコンを多数内包する酸化ケイ素膜を形成し、
上記酸化ケイ素膜にフッ酸水溶液処理を施し、半導体基板上に、酸化ケイ素膜が存在し
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ない領域を形成し、次いで、該領域に隣接して、ナノシリコンを多数含むフッ酸水溶液が
残留する領域を形成し、その後、
上記フッ酸水溶液残留領域にブロワー処理を施し、隣接する酸化ケイ素膜が存在しない
領域に、多数のナノシリコンを凝集状態で露出せしめる
ことを特徴とする高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【００２４】
（７）

前記ナノシリコンが、高周波スパッタリング法で作製したアモルファス酸化ケ

イ素膜に熱処理を施して形成したナノシリコンであることを特徴とする前記（６）に記載
の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
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【００２５】
（８）

前記熱処理の温度は９００〜１２００℃で、かつ、同時間は１５〜１００分で

あることを特徴とする前記（７）に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の
製造方法。
【００２６】
（９）

前記フッ酸水溶液処理において、濃度１〜１０％のフッ酸水溶液を用い、６０

〜１８０分処理し、半導体基板上に、前記酸化ケイ素膜が存在しない領域を形成すること
を特徴とする前記（６）〜（８）のいずれかに記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン
発光素子の製造方法。
【００２７】
（１０）

前記フッ酸水溶液処理において、濃度１〜１０％のフッ酸水溶液を用い、１
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０〜６０分処理し、前記ナノシリコンを多数含むフッ酸水溶液が残留する領域を形成する
ことを特徴とする前記（６）〜（９）のいずれかに記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリ
コン発光素子の製造方法。
【００２８】
（１１）

半導体基板を熱処理し、該基板上に酸化ケイ素膜を形成し、次いで、

上記酸化ケイ素膜中に、酸化ケイ素膜が存在しない領域を形成し、その後、
上記領域に、粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎ
ｍの何れかのナノシリコンを多数含むナノシリコンを付着させ、凝集状態で露出せしめる
ことを特徴とする高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【００２９】
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前記熱処理の温度が１０００〜１２００℃であることを特徴とする前記（１

１）に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【００３０】
（１３）

前記酸化ケイ素膜が存在しない領域を、フォトリソグラフィで酸化ケイ素膜

上にパターン被膜を形成し、露出している酸化ケイ素膜をフッ酸水溶液処理して形成する
ことを特徴とする前記（１１）又は（１２）に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン
発光素子の製造方法。
【００３１】
（１４）

前記領域に、粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５

〜３．５ｎｍの何れかのナノシリコンを多数含むナノシリコンを含有する溶液を塗布し、
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所定粒子径条のナノシリコンを凝集状態で露出せしめることを特徴とする前記（１１）〜
（１３）のいずれかに記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【００３２】
（１５）

前記ナノシリコン粒子が、高周波スパッタリング法で作製したアモルファス

酸化ケイ素膜に熱処理を施し、次いで、フッ酸水溶液処理を施し、その後、溶液中で攪拌
処理を施して形成されたナノシリコンであることを特徴とする前記（１１）〜（１４）の
いずれかに記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【００３３】
（１６）

前記フッ酸水溶液処理を、濃度１〜５０％のフッ酸水溶液を用い、１０〜７

０℃で、１０〜６００秒行うことを特徴とする前記（１５）に記載の高輝度・低駆動電圧
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型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【００３４】
（１７）

前記攪拌処理を１０〜６００秒行うことを特徴とする前記（１５）又は（１

６）に記載の高輝度・低駆動電圧型ナノシリコン発光素子の製造方法。
【発明の効果】
【００３５】
本発明によれば、従来の手法では得ることが困難であった低い駆動電圧において、高輝
度でかつ安定的な発光を示すナノシリコン発光素子を製造することができる。そして、ナ
ノシリコンは、地球環境や人体に対して優しく、無毒性・無害性であり、本発明のナノシ
リコン発光素子は、赤色、緑色、青色の各色を、低い駆動電圧で発光するから、本発明は
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、ナノシリコン発光素子の利用を、ディスプレイ分野、照明分野、その他の分野にまで広
げるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
まず、本発明における重要な点を簡単に説明する。それは、ナノシリコン発光素子から
、低い駆動電圧において、赤色、緑色、青色の発光を高輝度でかつ安定的に得ることであ
る。
【００３７】
このことを達成するため、本発明のナノシリコン発光素子の製造方法においては、形成
するナノシリコンの粒子サイズ（粒子サイズで発光色が異なる）を制御することのできる
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高周波スパッタリング法、及び、フッ酸水溶液処理とブロワー処理、さらには、フォトリ
ソグラフィ、及び、ナノシリコンを粒子形態にして得るフッ酸水溶液処理と攪拌処理を採
用する。
【００３８】
高周波スパッタリング法により、まず、半導体基板上に、アモルファス酸化ケイ素膜を
作製し、該アモルファス酸化ケイ素膜に熱処理を施し、酸化ケイ素膜内にナノシリコンを
形成する。
【００３９】
その後、半導体基板上のナノシリコンに対し、部分的に酸化ケイ素を除去するフッ酸水
溶液処理、及び、酸化ケイ素膜を持たない半導体基板上へナノシリコンを移動させるブロ
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ワー処理を施すことにより、低い駆動電圧において高輝度でかつ安定的な発光を示すナノ
シリコン発光素子を製造することができる。
【００４０】
さらに、フォトリソグラフィを用いて、半導体基板上にパターン形状化にした酸化ケイ
素膜を形成する。その後、フッ酸水溶液処理、及び、攪拌処理を施すことで粒子形態にし
たナノシリコンを、パターン形状化した酸化ケイ素膜の間に付着させることにより、低い
駆動電圧において高輝度でかつ安定的な発光を示すナノシリコン発光素子を製造すること
もできる。
【００４１】
この方法により製造した上記ナノシリコン発光素子は、低い駆動電圧において高輝度で
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かつ安定的に赤色、緑色、青色で発光するので、エレクトロルミネッセンスディスプレイ
や発光ダイオードに変わる新規の発光光源材料の開発基盤を築くものである。
【００４２】
以下に、本発明のナノシリコン発光素子の製造方法について詳述する。まず、図１に、
ナノシリコン発光素子を製造する製造過程の概要を示す。
【００４３】
高周波スパッタリング法（図７、参照）を用いて、半導体基板１（シリコン基板等）上
に形成したアモルファス酸化ケイ素（ＳｉＯx）膜を、不活性ガス（アルゴン、ヘリウム
等）の雰囲気中で熱処理して、酸化ケイ素膜３内に、粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２
．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎｍの何れかのナノシリコンを多数含む粒子サイズ１
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．５〜３．５ｎｍのナノシリコン２を形成する（図１（Ａ）、参照）。
【００４４】
高周波スパッタリング法においては、ナノシリコンの製造初期の段階で、発光色に直接
寄与する粒子サイズを自在に制御することができるので、本発明では、様々な発光色を容
易に実現することが可能である。
【００４５】
図７に、高周波スパッタリング装置の一態様を示す。この装置は、概略、側面下部にア
ルゴンガス導入口２６と排気口２７を備える真空チャンバー２８、真空チャンバー２８の
上面に絶縁材料２９を介して取り付けられ、冷却管３０から導入、排出される冷却水３１
で冷却される基板ホルダー３２、及び、真空チャンバー２８の下面に絶縁材料２９を介し
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て取り付けられ、冷却管３０から導入、排出される冷却水３１で冷却される陰極シールド
３３を備える高周波電極３４から構成されている。
【００４６】
そして、上記装置において、アルゴンガスを真空チャンバー２８内にアルゴンガス導入
口２６から導入し、高周波コントローラ３５によりアルゴンガスをイオン化し、イオン化
されたアルゴンイオンを、高周波電極３４上のターゲット材料３６であるシリコンチップ
３６ａと石英ガラス３６ｂ（図８、参照。石英ガラス３６ｂ上にシリコンチップ３６ａが
所定の間隔で配列されている。）へ衝突させ、ターゲット材料３６から放出されたシリコ
ン原子や酸化ケイ素分子を基板ホルダー３２に保持した半導体基板１上に堆積させ、アモ
ルファス酸化ケイ素（ＳｉＯx）膜を形成する。
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【００４７】
次に、上記アモルファス酸化ケイ素（ＳｉＯx）膜を不活性ガス（アルゴン、ヘリウム
等）の雰囲気中で熱処理して、該酸化ケイ素膜３内に、所定粒子サイズのナノシリコン２
を多数形成する（図１（Ａ）、参照）。
【００４８】
上記熱処理の際、熱処理温度は９００〜１２００℃とするが、好ましくは１０００〜１
１００℃である。また、熱処理時間は１５〜１００分であるが、好ましくは３０〜８０分
、さらに好ましくは５０〜６０分である。
【００４９】
ナノシリコンの粒子サイズは、図８に示すターゲット材料３６を構成ずるシリコンチッ
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プ３６ａと石英ガラス３６ｂの面積比を変化させることで制御することができる。この面
積比は、通常、１〜５０％とするが、好ましくは５〜３０％、さらに好ましくは１０〜１
５％である。
【００５０】
また、スパッタリング条件である高周波電力やガス圧（作製中の圧力であり、本製造プ
ロセスではアルゴンガスの圧力）を変化させても、粒子サイズを制御することが可能であ
る。このとき、高周波電力は１０〜５００Ｗの範囲内で変化させ、ガス圧は１×１０‑4〜
１×１０‑1ｔｏｒｒの範囲内で変化させる。
【００５１】
このように、高周波スパッタリング装置を用いて、１．５〜３．５ｎｍの様々な粒子サ
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イズのナノシリコンを作製することができる。
【００５２】
次に、粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎｍの何
れかのナノシリコンを多数含む粒子サイズ１．５〜３．５ｎｍのナノシリコン２が形成さ
れた酸化ケイ素膜３の表面に、部分的にマスク４を塗布する（図１（Ｂ）、参照）。ここ
で使用するマスク４材料には、クリーンコートＳ（ファインケミカルジャパン社製）を用
いる。
【００５３】
次に、部分的にマスク４をした半導体基板１を、フッ酸水溶液を収容した樹脂容器（テ
フロン(登録商標)容器）に浸漬し、フッ酸水溶液処理５を行う。上記処理の際、フッ酸水
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溶液の濃度は１〜１０％とするが、好ましくは５％である。
【００５４】
また、処理時間は６０〜１８０分とするが、好ましくは９０〜１５０分であり、さらに
好ましくは１２０分である。
【００５５】
上記フッ酸水溶液処理５においては、樹脂容器内のフッ酸粒子がマスク４の存在してい
ない酸化ケイ素膜３の表面に付着し、酸化ケイ素膜３中の酸化ケイ素を表面から徐々にエ
ッチングし、長時間処理を行うことで、ナノシリコン２を含有した酸化ケイ素膜３を完全
に除去していく。
【００５６】
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その結果、半導体基板１上には、ナノシリコン２と酸化ケイ素膜３の存在しない領域が
形成される（図１（Ｃ）、参照）。
【００５７】
次に、ナノシリコン２と酸化ケイ素膜３の存在しない領域の隣の部分の酸化ケイ素膜３
の表面上のマスク４を除去する（図１（Ｄ）、参照）。その後、マスク４を除去した半導
体基板１を、フッ酸水溶液を収容した樹脂容器（テフロン(登録商標)容器）に浸漬し、フ
ッ酸水溶液処理５を再度行う。
【００５８】
上記処理の際、フッ酸水溶液の濃度は１〜１０％とするが、好ましくは５％である。ま
た、処理時間は１０〜６０分とするが、好ましくは２０〜４０分であり、さらに好ましく
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は３０分である。
【００５９】
上記フッ酸水溶液処理５においては、短時間処理を行うことで、ナノシリコン２を残留
させながら酸化ケイ素膜３のみを除去していく。その結果、フッ酸水溶液から半導体基板
１を取り出したとき、半導体基板１上には、多数のナノシリコン２を含んだフッ酸水溶液
６が存在する（図１（Ｅ）、参照）。
【００６０】
そして、多数のナノシリコン２を含んだフッ酸水溶液６を有する半導体基板１にブロワ
ー処理７を施す。ブロワー処理７により、半導体基板１上に存在していた多数のナノシリ
コン２を含んだフッ酸水溶液６は、隣の領域、即ち、図１（Ｃ）で形成したナノシリコン
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２と酸化ケイ素膜３の存在しない領域に移動する。
【００６１】
移動したフッ酸水溶液６は、真空中、又は、大気中で完全に乾燥させる。その結果、半
導体基板１上には、酸化ケイ素膜３を有さない多数のナノシリコン２が凝集状態で露出す
る（図１（Ｆ）、参照）。
【００６２】
また、酸化ケイ素膜３の表面上に残存しているマスク４は、アセトンで完全に除去する
。そして、ブロワー処理７の後、半導体基板１上に凝集露出したナノシリコン２の最上部
と半導体基板１の裏面上にそれぞれ電極を形成する。
【００６３】
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ナノシリコン２の最上部には、透明電極８であるインジウムスズ酸化物、半導体基板１
の裏面上には、アルミニウム電極９（オーミックコンタクト）を形成する（図１（Ｇ）、
参照）。
【００６４】
ここで、透明電極８とアルミニウム電極９の膜厚は１００ｎｍである。前記透明電極８
とアルミニウム電極９とに、それぞれ銀ペースト１０でリード線を接着し、両電極間に駆
動電圧１１（直流電圧）を印加する（図１（Ｇ）、参照）。
【００６５】
このような製造過程により製造したナノシリコン発光素子は、駆動電圧１１を印加する
ことで、透明電極８に接地しているナノシリコン２内にキャリア（電子と正孔）が注入さ
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れ、赤色、緑色、青色の何れかの発光を得ることができる。
【００６６】
次に、フォトリソグラフィを用いたナノシリコン発光素子の製造方法の概要について、
説明する。
【００６７】
図２に、フォトリソグラフィによりナノシリコン発光素子を製造する製造過程を示す。
本発明では、フォトリソグラフィによるナノシリコン発光素子の製造においても、ナノシ
リコンの形成には、ナノシリコンの粒子サイズを自在に制御できる高周波スパッタリング
法を用いる。
【００６８】
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まず、半導体基板１を酸素ガスの雰囲気中で熱処理して、酸化ケイ素膜３を形成する（
図２（Ａ）、参照）。ここで、酸化ケイ素膜３の膜厚は約１００ｎｍである。上記熱処理
の際、熱処理温度は１０００〜１２００℃とするが、好ましくは、１１００℃である。ま
た、熱処理時間は１５〜６０分であるが、好ましくは３０分である。
【００６９】
次に、半導体基板１上に形成した酸化ケイ素膜３を微細加工するために、フォトリソグ
ラフィを使用する。半導体基板１上の酸化ケイ素膜３の表面にレジスト１２を塗布する（
図２（Ｂ）、参照）。ここで使用するレジスト１２材料には、ネガ型（レジストの除去工
程において、紫外光線の照射された部分が硬化し、レジストを残存させる）を用い、レジ
スト液（高分子溶液）には、キシレン７０％を用いる。
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【００７０】
上記レジスト１２を塗布する際、スピンナー装置により、１０００回転／ｍｉｎを１０
秒間と２０００回転／ｍｉｎを２０秒間行うことで、半導体基板１上の酸化ケイ素膜３の
表面にレジスト１２を塗布し、その後、恒温槽内に１０分間保存してレジスト１２を乾燥
させる。
【００７１】
次に、レジスト１２を塗布した半導体基板１上に、マスク４と紫外光線１４を設置し、
露光処理１３を施す（図２（Ｃ）、参照）。ここで使用するマスク４材料には、１μｍ〜
２．５ｍｍのサイズのアルミニウム膜が一定の間隔で配列されたガラス基板を用いる。
【００７２】
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上記処理の際、紫外光線１４の照射時間は１０秒である。上記露光処理１３においては
、マスク４材料のマルミニウム膜の存在しない部分から、紫外光線１４がレジスト１２に
照射され、照射した部分のレジスト１２が硬化する。そして、露光処理１３後の半導体基
板１を、現像液を収容した容器とリンス液を収容した容器に浸漬し、現像処理１５を行う
。
【００７３】
ここで使用する現像液には、ｎ―ヘプタン７０％とキシレン３０％の混合液、リンス液
には、酢酸ブチル１００％を用いる。上記処理の際における処理時間について、現像液の
処理時間は１分であり、リンス液の処理時間は２０秒である。
【００７４】
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上記現像処理１５においては、レジスト１２の硬化していない部分が、現像液とリンス
液による処理により除去される（図２（Ｄ）、参照）。現像液とリンス液による処理の後
、恒温槽内に１０分間保存し、残存している部分のレジスト１２を乾燥させた。
【００７５】
次に、現像処理１５後の半導体基板１を、フッ酸水溶液を収容した樹脂容器（テフロン
(登録商標)容器）に浸漬し、フッ酸水溶液処理５を行う。上記処理の際、フッ酸水溶液の
濃度は１〜１０％とするが、好ましくは５％である。また、処理時間は５〜１５分とする
が、好ましくは１０分である。
【００７６】
上記フッ酸水溶液処理５においては、樹脂容器内のフッ酸粒子がレジスト１２の存在し
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ていない酸化ケイ素膜３の表面に付着し、酸化ケイ素膜３中の酸化ケイ素を表面から徐々
にエッチングしていく。その結果、半導体基板１上には、酸化ケイ素膜３の存在する領域
と存在しない領域が形成される（図２（Ｅ）、参照）。
【００７７】
その後、酸化ケイ素膜３の存在しない領域の半導体基板１において、水酸化カリウム溶
液処理を行う。上記処理の際、水酸化カリウム溶液の濃度は２０〜６０％とするが、好ま
しくは４０％である。また、処理時間は５００〜１２００分とするが、好ましくは６００
分である。
【００７８】
上記水酸化カリウム溶液処理においては、半導体基板１を表面から数マイクロｍエッチ
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ングする。この処理により、粒子形状のナノシリコンを高密度付着させることが可能にな
る。
【００７９】
次に、フッ酸水溶液処理５後の半導体基板１を、硫酸溶液（９５％）を収容した容器に
浸漬し、硫酸溶液処理１６を行う。上記処理の際、処理時間は５〜１０分である。上記硫
酸溶液処理１６においては、酸化ケイ素膜３の表面上に残存しているレジスト１２を完全
に除去する（図２（Ｆ）、参照）。
【００８０】
そして、半導体基板１上の酸化ケイ素膜３の存在しない領域に、粒子形状のナノシリコ
ン２を付着させる（図２（Ｇ）、参照）。

40

【００８１】
このときに使用する粒子形状のナノシリコンを製造する製造過程の概要を図３に示す。
図３（Ａ）は、図１（Ａ）に示す高周波スパッタリング法による製造過程に従って、半導
体基板１上に、粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎ
ｍの何れかのナノシリコンを多数含む粒子サイズ１．５〜３．５ｎｍのナノシリコン２が
含有された酸化ケイ素膜３である。
【００８２】
ナノシリコンの粒子サイズは、図８に示すターゲット材料３６を構成ずるシリコンチッ
プ３６ａと石英ガラス３６ｂの面積比を変化させることで制御することができる。この面
積比は、通常、１〜５０％とするが、好ましくは５〜３０％、さらに好ましくは１０〜１
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５％である。
【００８３】
また、スパッタリング条件である高周波電力やガス圧を変化させても、粒子サイズを制
御することが可能である。このとき、高周波電力は１０〜５００Ｗの範囲内で変化させ、
ガス圧は１×１０‑4〜１×１０‑1ｔｏｒｒの範囲内で変化させる。
【００８４】
このように、高周波スパッタリング装置を用いて、１．５〜３．５ｎｍの様々な粒子サ
イズのナノシリコンを作製することができる。
【００８５】
次に、粒子サイズ１．５〜２．０ｎｍ、２．０〜２．５ｎｍ、２．５〜３．５ｎｍの何
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れかのナノシリコンを多数含む粒子サイズ１．５〜３．５ｎｍのナノシリコン２が形成さ
れた酸化ケイ素膜３を載置する半導体基板１をアクリル板１７に貼り付け（図３（Ａ）、
参照）、フッ酸水溶液６を収容する樹脂容器１８（テフロン(登録商標)容器）に、上記酸
化ケイ素膜３を下にして装着する。
【００８６】
このとき、フッ酸水溶液６の濃度は１〜５０％とするが、好ましくは１０〜４０％であ
り、さらに好ましくは２０〜３０％である。そして、樹脂容器１８を、ヒーター２０を備
え、純水１９を収容する恒温水槽２１内に設置し、フッ酸水溶液処理５を行う（図３（Ｂ
）、参照）。
【００８７】
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上記処理の際、処理温度は１０〜７０℃であるが、好ましくは３０〜５０℃であり、さ
らに好ましくは４０℃である。また、処理時間は１０〜６００秒であるが、好ましくは３
０〜３００秒であり、さらに好ましくは６０〜１２０秒である。
【００８８】
上記フッ酸水溶液処理５においては、樹脂容器１８内のフッ酸水溶液６から蒸発したフ
ッ酸粒子が酸化ケイ素膜３の表面に付着し、酸化ケイ素膜３中の酸化ケイ素を表面から徐
々にエッチングしていく。その結果、半導体基板１上には、多数のナノシリコン２が凝集
状態で露出する（図３（Ｃ）、参照）。
【００８９】
次に、ナノシリコン２が凝集露出した半導体基板１を、エタノール２３を収容した容器
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２２に浸漬し、容器２２を、スターラー又は超音波洗浄器２４に載置する（図３（Ｄ）、
参照）。そして、スターラー又は超音波洗浄器２４に載置した容器２２を、攪拌処理２５
を施す（図３（Ｅ）、参照）。
【００９０】
攪拌処理２５の処理時間は、通常、１０〜６００秒とするが、好ましくは３０〜３００
秒であり、さらに好ましくは６０〜１２０秒である。攪拌処理２５により、半導体基板１
上に凝集状態で露出していたナノシリコン２は、半導体基板１から分離・離散し、エタノ
ール２３内に分散する（図３（Ｅ）、参照）。
【００９１】
そして、攪拌処理２５の後、容器２２から半導体基板１を取り出し、エタノール２３中
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に粒子形状で分散しているナノシリコン２を得ることができる（図３（Ｆ）、参照）。
【００９２】
ここで、粒子形状のナノシリコンの透過型電子顕微鏡写真を図４に示す。図中○印の部
分がナノシリコンである。図４から、ナノシリコンは、粒子形状で一様に形成されており
、しかも、球形状で存在していることが分かる。なお、ナノシリコンの粒子サイズは、１
．５〜３．５ｎｍの範囲であった。
【００９３】
このような製造過程から製造したエタノール２３内に分散している粒子形状のナノシリ
コン２をピペットですくい取り、半導体基板１上の酸化ケイ素膜３の存在しない領域にそ
れぞれ付着させることで、多数のナノシリコン２が凝集状態で露出する（図２（Ｇ）、参
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照）。
【００９４】
半導体基板１上にナノシリコン２を付着させる際、エタノール２３は、真空中、又は、
大気中で完全に乾燥させる。そして、半導体基板１上に凝集露出したナノシリコン２の最
上部と半導体基板１の裏面上に、それぞれ電極を形成する。ナノシリコン２の最上部には
、透明電極８であるインジウムスズ酸化物を、半導体基板１の裏面上には、アルミニウム
電極９（オーミックコンタクト）を形成する（図２（Ｈ）、参照）。
【００９５】
ここで、透明電極８とアルミニウム電極９の膜厚は１００ｎｍである。前記透明電極８
とアルミニウム電極９とに、それぞれ、銀ペースト１０でリード線を接着し、両電極間に
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駆動電圧１１（直流電圧）を印加する（図２（Ｈ）、参照）。
【００９６】
このような製造過程により製造したナノシリコン発光素子は、駆動電圧１１を印加する
ことで、透明電極８に接地しているナノシリコン２内にキャリア（電子と正孔）が注入さ
れ、赤色、緑色、青色の何れかの発光を得ることができる。
【００９７】
次に、図５に、本発明のナノシリコン発光素子の電流―電圧特性を示す。電流―電圧特
性は、アルミニウム電極９側を正、透明電極側８、即ち、インジウムスズ酸化物側を負に
駆動電圧１１を印加した場合を順方向とした（図１（Ｇ）、図２（Ｈ）、参照）。
【００９８】
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ナノシリコン発光素子は、整流性を示し、順方向電圧が２．０Ｖ以上でナノシリコン２
内へのキャリア注入が生じた。キャリア注入後、赤色、緑色、青色の何れかの発光が確認
できた。
【００９９】
図６に、本発明のナノシリコン発光素子の発光スペクトルを示す。２．０Ｖ以上の駆動
電圧１１（順方向電圧）を印加したナノシリコン発光素子から、赤色（波長：７４０ｎｍ
）、緑色（波長：５５０ｎｍ）、青色（波長：４４０ｎｍ）の発光を得ることができる。
この発光色が違うことは、ナノシリコンの粒子サイズが、各発光色に対して異なっている
ことに拠るものである。
【０１００】
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一般に、半導体材料から得られる発光色は、その材料のもつバンドギャップエネルギー
に直接依存しており、発光色の波長は、バンドギャップエネルギーと反比例関係にある。
また、ナノシリコンの場合、バンドギャップエネルギーの大きさは、粒子サイズの縮小と
ともに増大する。
【０１０１】
即ち、ナノシリコンの粒子サイズが大きい場合、そのバンドギャップエネルギーは小さ
くなり、発光色の波長は長波長側になる。逆に、ナノシリコンの粒子サイズが小さい場合
、そのバンドギャップエネルギーは大きくなり、短波長側に波長を有する発光色が得られ
ることになる。
【０１０２】
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本発明で用いる高周波スパッタリング法は、発光色を決める粒子サイズの制御に非常に
優れている。各発光色に対するナノシリコンの粒子サイズの目安について、赤色発光を示
すナノシリコンの粒子サイズは２．５〜３．５ｎｍであり、緑色発光を示すナノシリコン
の粒子サイズは２．０〜２．５ｎｍであり、青色発光を示すナノシリコンの粒子サイズは
１．５〜２．０ｎｍである。
【０１０３】
また、駆動電圧１１を増加させることによって、ナノシリコン２内へのキャリアの流入
量を増加させると、赤色、緑色、青色の発光輝度は増加する。さらに、各発光色の輝度は
、２．０Ｖの駆動電圧１１により、室内照明下において肉眼ではっきりと確認することが
できるぐらい強く、しかも、その発光寿命は長時間の連続駆動が可能なほど安定している
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。
【０１０４】
このような低い駆動電圧において高輝度でかつ安定的な赤色、緑色、青色の発光は、本
発明の手法により初めて得られるものである。それは、ナノシリコン２表面に非発光中心
（発光輝度の低下を引き起こす）や酸化ケイ素膜（駆動電圧を高くする）が形成されてい
ないためで、このことが、低い駆動電圧において高輝度でかつ安定的な発光を可能にして
いることである。
【０１０５】
このように、本発明では、低い駆動電圧において、高輝度でかつ安定的に赤色、緑色、
青色で発光し、地球環境や人体に対して優しく、無毒性・無害性なナノシリコン発光素子

10

を高周波スパッタリング法、フッ酸水溶液処理とブロワー処理、さらに、フォトリソグラ
フィ、フッ酸水溶液処理と攪拌処理を用いた製造プロセスで得ることができる。
【０１０６】
本発明のナノシリコン発光素子は、ディスプレイ分野、照明分野等において、エレクト
ロルミネッセンスディスプレイや発光ダイオードに変わる新規の発光光源の材料として用
いることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
前述したように、ナノシリコンは、地球環境や人体に対して優しく、無毒性・無害性で
あり、本発明のナノシリコン発光素子は、赤色、緑色、青色の各色を、低い駆動電圧にお
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いて高輝度でかつ安定的に発光するから、本発明は、ナノシリコン発光素子の利用をディ
スプレイ分野、照明分野、その他の分野にまで広げるものである。
【０１０８】
例えば、本発明は、エレクトロルミネッセンスディスプレイや発光ダイオードに変わる
新規の発光光源などを製品化する技術に適用可能なものである。
【０１０９】
したがって、本発明は、ディスプレイ分野、照明分野、さらには、その他の分野におい
て、２１世紀における革新的な映像機器を製造する技術に利用される可能性が大きいもの
である。
【図面の簡単な説明】

30

【０１１０】
【図１】本発明のナノシリコン発光素子の製造過程を示す図である。（Ａ）は、製造過程
の初期段階におけるナノシリコンの状態を示す図であり、（Ｂ）は、部分的にマスクを付
着させた態様を示す図であり、（Ｃ）は、フッ酸水溶液処理後の態様を示す図であり、（
Ｄ）は、一部分マスクを除去した状態を示す図であり、（Ｅ）は、フッ酸水溶液処理後の
ナノシリコンの存在態様を示す図であり、（Ｆ）は、ブロワー処理後のナノシリコンの存
在態様を示す図であり、そして、（Ｇ）は、製造過程の終期段階におけるナノシリコン発
光素子の態様を示す図である。
【図２】本発明のフォトリソグラフィによるナノシリコン発光素子の製造過程を示す図で
ある。（Ａ）は、製造過程の初期段階における酸化ケイ素膜付き半導体基板の態様を示す
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図であり、（Ｂ）は、レジストを塗布した状態を示す図であり、（Ｃ）は、露光処理の態
様を示す図であり、（Ｄ）は、露光処理後の態様を示す図であり、（Ｅ）は、フッ酸水溶
液処理後の態様を示す図であり、（Ｆ）は、硫酸溶液処理後の態様を示す図であり、（Ｇ
）は、ナノシリコンの存在態様を示す図であり、そして、（Ｈ）は、製造過程の終期段階
におけるナノシリコン発光素子の態様を示す図である。
【図３】本発明の粒子形状のナノシリコンの製造過程を示す図である。（Ａ）は、製造過
程の初期段階におけるナノシリコンの状態を示す図であり、（Ｂ）は、フッ酸水溶液処理
の態様を示す図であり、（Ｃ）は、フッ酸水溶液処理後のナノシリコンの存在態様を示す
図であり、（Ｄ）は、エタノール中にナノシリコン／酸化ケイ素膜付き半導体基板を浸漬
した態様を示す図であり、（Ｅ）は、攪拌処理の態様を示す図であり、そして、（Ｆ）は
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、製造過程の終期段階における粒子形状のナノシリコンの分散態様を示す図である。
【図４】本発明の粒子形状のナノシリコンの存在態様を示す図（透過型電子顕微鏡写真）
である。
【図５】本発明のナノシリコン発光素子の電流―電圧特性を示す図である。
【図６】本発明のナノシリコン発光素子の発光スペクトルを示す図である。
【図７】高周波スパッタリング装置の態様を示す図である。
【図８】高周波スパッタリング装置において使用するターゲット材料の態様を示す図であ
る。
【符号の説明】
10

【０１１１】
１

半導体基板

２

ナノシリコン

３

酸化ケイ素膜

４

マスク

５

フッ酸水溶液処理

６

フッ酸水溶液

７

ブロワー処理

８

透明電極

９

アルミニウム電極

１０

銀ペースト

１１

駆動電圧

１２

レジスト

１３

露光処理

１４

紫外光線

１５

現像処理

１６

硫酸溶液処理

１７

アクリル板

１８

樹脂容器

１９

純水

２０

ヒーター

２１

恒温水槽

２２

容器

２３

エタノール

２４

スターラー／超音波洗浄器

２５

攪拌処理

２６

アルゴンガス導入口

２７

排気口

２８

真空チャンバー

２９

絶縁材料

３０

冷却管

３１

冷却水

３２

基板ホルダー

３３

陰極シールド

３４

高周波電極

３５

高周波コントローラ

３６

ターゲット材料

３６ａ

シリコンチップ

３６ｂ

石英ガラス
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【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図４】

JP 4756240 B2 2011.8.24

(17)

JP 4756240 B2 2011.8.24

フロントページの続き
(72)発明者 佐藤 慶介
東京都千代田区神田錦町２丁目２番地 学校法人東京電機大学内
(72)発明者 平栗 健二
東京都千代田区神田錦町２丁目２番地 学校法人東京電機大学内
審査官 中澤 真吾
(56)参考文献 特開２００４−２９６７８１（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｈ０１Ｌ

３３／００〜３３／６４

10

