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(57)【要約】
【課題】シリコンに吸着した水素を電磁波照射によって
脱離させることが可能な水素脱離方法、その脱離方法を
利用した水素貯蔵システム、トリチウム分離システム及
びトリチウム分離方法、並びに高い水素貯蔵率を有する
シリコン結晶積層体を提供する。
【解決手段】［１］水素を吸着したシリコン結晶に、Ｓ
ｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長の光を照射することに
より、前記シリコン結晶から水素を脱離させる水素脱離
方法。［２］水素を吸着したシリコン結晶の粒子に、そ
の粒子を構成するシリコンのバンド間遷移を生じさせ得
る波長の光を照射することにより、前記粒子から水素を
脱離させる水素脱離方法。［３］水素を吸着したシリコ
ン結晶の粒子に、その粒子を構成するシリコンのバンド
間遷移を生じさせ得る波長の光を照射し、同時にＳｉ−
Ｈ結合の振動に共鳴する波長の光を照射することにより
、前記粒子から水素を脱離させる水素脱離方法。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
水素を吸着したシリコン結晶に、Ｓｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長の光を照射するこ
とにより、前記シリコン結晶から水素を脱離させることを特徴とする水素脱離方法。
【請求項２】
水素を吸着したシリコン結晶の粒子に、その粒子を構成するシリコンのバンド間遷移を
生じさせ得る波長の光を照射することにより、前記粒子から水素を脱離させることを特徴
とする水素脱離方法。
【請求項３】
水素を吸着したシリコン結晶の粒子に、その粒子を構成するシリコンのバンド間遷移を
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生じさせ得る波長の光を照射し、
同時にＳｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長の光を照射することにより、前記粒子から水
素を脱離させることを特徴とする水素脱離方法。
【請求項４】
前記Ｓｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長が、５５０〜７５０ｃｍ−１及び２０５０〜２
１５０ｃｍ−１のうち少なくとも一方の波数に対応する波長であることを特徴とする請求
項１又は３に記載の水素脱離方法。
【請求項５】
前記バンド間遷移を生じさせ得る波長λ（ｎｍ）が、前記粒子の群の平均粒径Ｌ（ｎｍ
）によって表される下記式（１）を満たすことを特徴とする請求項２又は３に記載の水素

20

脱離方法。
λ＝（ｈｃ）／｛１．０６＋２．０５×（１／Ｌ）１．６｝

・・・（１）

（式中、ｈはプランク定数、ｃは光速度、である。）
【請求項６】
シリコン結晶からなり、多孔度が７５％以上９５％以下の第一層と、多孔度が３０％以
上７５％未満の第二層と、を備えるシリコン結晶積層体。
【請求項７】
水素が吸着するシリコン結晶を有する水素吸着材と、前記シリコン結晶に赤外線を照射
し得るＩＲ光源とを備えた、水素貯蔵システム。
【請求項８】
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水素が吸着するシリコン結晶を有する水素吸着材と、前記シリコン結晶に赤外線を照射
し得るＩＲ光源とを備えた、トリチウム分離システム。
【請求項９】
トリチウムが含まれる放射性水溶液にシリコン結晶を浸漬して、水素及びトリチウムを
前記シリコン結晶のダングリングボンドに結合させる吸着工程と、
前記シリコン結晶に赤外線及び可視光線の少なくとも一方を照射して、水素を優先的に
脱離させてダングリングボンドを再生するとともに、トリチウムを前記シリコン結晶に結
合させた状態を維持する脱離工程と、を繰り返すことによって、
前記放射性水溶液に含まれるトリチウムを前記シリコン結晶に結合させて、前記放射性
水溶液からトリチウムを分離することを特徴とするトリチウム分離方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、水素脱離方法、シリコン結晶積層体、水素貯蔵システム、トリチウム分離シ
ステム、及びトリチウム分離方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
二酸化炭素排出に伴う地球温暖化問題を解決するために、従来の化石燃料に代えて水素
をエネルギー媒体とする新しいクリーンエネルギーシステムが必要となりつつある。しか
し、水素エネルギーシステムを実用化するためには、解決すべき技術上の課題が数多く存
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在する。その課題の一つに、水素を高密度に貯蔵して輸送する技術の確立が挙げられる。
現在、水素貯蔵の手法としては、（ａ）液体水素として貯蔵する方法、（ｂ）高圧ガスと
して貯蔵する方法、及び（ｃ）水素吸蔵材料に吸蔵させて貯蔵する方法、が検討されてい
る。各手法には一長一短があり、なかでも水素を原子状態で貯蔵する（ｃ）の手法は、安
全性を確保しつつ高密度に水素を貯蔵できる点から注目を集めている。
【０００３】
現状の水素吸蔵材料を備えた水素貯蔵システムには次の２つの大きな課題が存在する。
（ｉ）材料の単位質量当たりの水素貯蔵量が低く、水素吸蔵材料の質量に対して５質量％
を超える貯蔵効率は達成されていない。（ｉｉ）水素吸蔵材料から水素を放出させるため
に、水素吸蔵材料を２００℃以上の高温に加熱する必要があり、瞬時に水素を放出させる
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ことができていない。また、高温に加熱するためのエネルギーを投入することは、水素か
ら得られるエネルギーを相殺してしまう。
【０００４】
上記課題のうち（ｉｉ）に対しては、シリコンに吸着した水素に可視光線を照射するこ
とによって水素を放出するアイディアが特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００７−５２６４２６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、特許文献１の可視光線の作用は、単独に存在する水素原子を量子準位ｎ
＝２からｎ＝３（バルマー系列の６５６ｎｍ励起に相当）に励起して水素放出を起こさせ
ることを意図したものである。水素原子が大量にシリコンに吸着した材料では、水素原子
とシリコン原子の化学結合により電子状態が変化するため、また、同一のエネルギー状態
を有する水素原子とシリコン原子が１０個以上存在するとパウリの排他原理が働き、エネ
ルギーバンドを形成することになるため、水素原子の量子準位自体が水素終端シリコン材
料に存在することはない。
このため、特許文献１に記載してある水素原子の量子準位を励起する手法は、一般的な
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水素吸蔵材料に対して有効な水素放出手法とはならないことが判る。具体的には、水素を
大量に含むシリコン材料としてアモルファスシリコンが良く知られているが、本材料の光
吸収スペクトル並びに発光スペクトルを評価しても、広いエネルギー状態にわたって滑ら
かな曲線スペクトルが示されるだけで、水素原子自体の吸収並びに発光を示す線スペクト
ルは全く存在しないことからも明らかである。
【０００７】
本発明は、シリコンに吸着した水素を電磁波照射によって脱離させることが可能な水素
脱離方法、その脱離方法を利用した水素貯蔵システム、トリチウム分離システム及びトリ
チウム分離方法、並びに高い水素貯蔵率を有するシリコン結晶積層体を提供する。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
本発明者は、電磁波照射によってシリコンに吸着した水素を放出する方法を鋭意検討し
たところ、特定波長の電磁波照射によってシリコンに吸着した水素を高速に放出できる方
法を見出した。また、シリコン結晶の多孔度を高めることによって高い水素貯蔵率を達成
できることを見出した。これらの発見に基づいて完成した本発明は、以下の通りである。
【０００９】
［１］

水素を吸着したシリコン結晶に、Ｓｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長の光を照射

することにより、前記シリコン結晶から水素を脱離させることを特徴とする水素脱離方法
。
［２］

水素を吸着したシリコン結晶の粒子に、その粒子を構成するシリコンのバンド間
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遷移を生じさせ得る波長の光を照射することにより、前記粒子から水素を脱離させること
を特徴とする水素脱離方法。
［３］

水素を吸着したシリコン結晶の粒子に、その粒子を構成するシリコンのバンド間

遷移を生じさせ得る波長の光を照射し、同時にＳｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長の光を
照射することにより、前記粒子から水素を脱離させることを特徴とする水素脱離方法。
［４］

前記Ｓｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長が、５５０〜７５０ｃｍ−１及び２０５

０〜２１５０ｃｍ−１のうち少なくとも一方の波数に対応する波長であることを特徴とす
る［１］又は［３］に記載の水素脱離方法。
［５］

前記バンド間遷移を生じさせ得る波長λ（ｎｍ）が、前記粒子の群の平均粒径Ｌ

（ｎｍ）によって表される下記式（１）を満たすことを特徴とする［２］又は［３］に記
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載の水素脱離方法。
λ＝（ｈｃ）／｛１．０６＋２．０５×（１／Ｌ）１．６｝

・・・（１）

（式中、ｈはプランク定数、ｃは光速度、である。）
［６］

シリコン結晶からなり、多孔度が７５％以上９５％以下の第一層と、多孔度が３

０％以上７５％未満の第二層と、を備えるシリコン結晶積層体。
［７］

水素が吸着するシリコン結晶を有する水素吸着材と、前記シリコン結晶に赤外線

を照射し得るＩＲ光源とを備えた、水素貯蔵システム。
［８］

水素が吸着するシリコン結晶を有する水素吸着材と、前記シリコン結晶に赤外線

を照射し得るＩＲ光源とを備えた、トリチウム分離システム。
［９］

トリチウムが含まれる放射性水溶液にシリコン結晶を浸漬して、水素及びトリチ
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ウムを前記シリコン結晶のダングリングボンドに結合させる吸着工程と、前記シリコン結
晶に赤外線及び可視光線の少なくとも一方を照射して、水素を優先的に脱離させてダング
リングボンドを再生するとともに、トリチウムを前記シリコン結晶に結合させた状態を維
持する脱離工程と、を繰り返すことによって、前記放射性水溶液に含まれるトリチウムを
前記シリコン結晶に結合させて、前記放射性水溶液からトリチウムを分離することを特徴
とするトリチウム分離方法。
【発明の効果】
【００１０】
本発明の水素脱離方法及びその脱離方法を利用した水素貯蔵システムによれば、特定波
長の電磁波照射によってシリコンに吸着した水素を高速に脱離させることができる。
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本発明のシリコン結晶積層体によれば、高い貯蔵率で水素を貯蔵することができる。
本発明のトリチウム分離システム及びトリチウム分離方法によれば、従来は有効な手段
がなかったトリチウム汚染水からトリチウムを分離し、トリチウム汚染水を除染すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】シリコン結晶におけるＳｉ−Ｈの伸縮モードに共鳴する赤外線波長域の吸収スペ
クトルを示すグラフである。
【図２】金属酸化物を積層してなるフィラメントの放射率スペクトルである。
【図３】水素で終端されたシリコン結晶粒子のバンドギャップエネルギーと、シリコン結
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晶粒子の粒径Ｌ（単位：ｎｍ）との相関関係を示すグラフである。
【図４】シリコンウエハを陽極酸化処理するエッチング装置１の模式図である。
【図５】本発明にかかる水素貯蔵システム２０の模式図である。
【図６】本発明にかかるトリチウム分離システム３０の模式図である。
【図７】実施例で作製したナノ結晶Ｓｉを構成するナノ粒子のＴＥＭ像である。
【図８】エッチング液を構成するエタノールの割合と、エッチングによって形成されたナ
ノ結晶Ｓｉの表面積との関係を表すグラフである。
【図９】実施例で作製した３種のナノ結晶Ｓｉについて得たＳＡＸＳ散乱スペクトルであ
る。
【図１０】実施例で作製した３種のナノ結晶Ｓｉについて、その多孔度と平均粒径の関係
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を示すグラフである。
【図１１】実施例で作製したナノ結晶Ｓｉに対して、可視光線、赤外線を照射したことに
より水素脱離が起こったことを示す、シリコン結晶のバンド間励起の緩和に伴う発光強度
と時間の関係を示すグラフである。
【図１２】シリコン結晶基板におけるＳｉ−Ｈ結合とＳｉ−Ｄ結合の伸縮モードに対応す
る赤外線吸収スペクトルである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
《水素脱離方法》
［第一態様］

10

本発明の第一態様の水素脱離方法は、水素を吸着したシリコン結晶に、Ｓｉ−Ｈ結合の
振動に共鳴する波長の光を照射することにより、前記シリコン結晶から水素を脱離させる
方法である。以下、特に明記しない場合、「水素」は水素原子を意味する。
【００１３】
水素を吸着したシリコン結晶の形態は、赤外線の透過性を考慮して、板状、フィルム状
（膜状）等の薄い形態であることが好ましいが、厚い形態、例えば、直方体、立方体、回
転楕円体、球等の塊状であってもよい。
【００１４】
水素ガスとして脱離させる水素は、シリコン結晶を構成するシリコンのダングリングボ
ンドに結合して終端している、いわゆる終端水素であることが好ましい。
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【００１５】
このシリコン結晶にＳｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長の赤外線を照射することにより
、Ｓｉ−Ｈの振動を加速させ、Ｓｉ−Ｈ結合を断ち切り、水素を脱離させることができる
。脱離した水素原子は、脱離と同時又は脱離の直後に、近傍の水素原子と結合して水素分
子を形成する。その後、多数の水素分子が集まり、水素ガスが形成される。
【００１６】
Ｓｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長としては、波数５５０〜２５００ｃｍ−１に対応す
る波長４μｍ〜１８．２μｍが好ましく、Ｓｉ−Ｈ結合の伸縮（stretching）モードに共
鳴する波数２０５０〜２１５０ｃｍ−１に対応する波長約４．６５μｍ〜４．８８μｍと
、Ｓｉ−Ｈ結合の変角及び挟み（bending）モードに共鳴する波数５５０〜７５０ｃｍ−
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１

に対応する波長約１３．３μｍ〜１８．２μｍの２つの波長帯を構成する波長がより好

ましい。これら２つの波長帯のうち少なくとも一方の波長帯を構成する１以上の波長を前
記シリコン結晶に照射することにより、前記シリコン結晶のダングリングボンドを終端し
ている水素をより容易に脱離させることができる。この脱離効率を高める観点から、上記
の２つの波長帯の両方からそれぞれ１つ以上選ばれる２波長以上を同時に照射することが
好ましい。
【００１７】
シリコン結晶に上記波長の赤外線を照射する時間及び強度は、シリコン結晶の厚さ、シ
リコン結晶と赤外線光源との距離に応じて適宜設定すればよい。例えば、単位体積のシリ
コン結晶に対して、波長４．６５μｍ〜４．８８μｍの赤外線を１〜１００ ｍＷ／ｃｍ
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２

の照射強度で５〜１０秒照射することにより、当該単位体積のシリコン結晶に吸着した

終端水素の大半を脱離させることができる。また、波長１３．３μｍ〜１８．２μｍの赤
外線を１〜１００ ｍＷ／ｃｍ２の照射強度で５〜１０秒照射することにより、当該単位
体積のシリコン結晶に吸着した終端水素の大半を脱離させることができる。
【００１８】
図１は、水素で終端されたシリコン結晶にＳｉ−Ｈ伸縮モードに共鳴する赤外線を照射
することによって、水素脱離が起こり、この脱離に起因してＳｉ−Ｈ伸縮モード吸収が低
減したことを示すグラフである。グラフにおいて、実線は赤外線照射前の吸収スペクトル
であり、破線は水素が脱離したことを示す赤外線照射後の吸収スペクトルである。
【００１９】
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前記シリコン結晶に照射する５５０〜２５００ｃｍ−１の赤外線の光源としては、例え
ば、放射率の波長依存性を人工的に制御したフィラメントを作製し、このフィラメントを
加熱することにより上記の赤外線を発生させる光源が挙げられる。ここで、上記フィラメ
ントは、例えば

T. Matsumoto et al., Optics Expres 18, A192‑200(2010)

を参照し

て作製することができる。具体例として、物理蒸着法によって、厚さがそれぞれ５０ｎｍ
である、Ｃｒ膜、ＣｒＯ膜、ＳｎＯ２膜をタングステン又は銅基材上に積層したフィラメ
ントは、図２に示すような階段関数状の放射率スペクトルを示す。公知の薄膜光学設計に
よって前記放射率スペクトルをＳｉ−Ｈ振動の各モードにマッチしたピーク状関数とする
ことによって、所望の波数（波長）の赤外線を取り出すことができる。
【００２０】

10

前記シリコン結晶の形態は、多孔質であることが好ましい。多孔質であれば、表面積が
広くなり、水素の吸着量又は脱離量をさらに増加できる。
前記シリコン結晶の多孔度としては、例えば５０〜９５％が好ましく、６０〜９０％が
より好ましく、７０〜８５％がさらに好ましい。
上記範囲の下限値以上であると、シリコン結晶の表面積が増大してダングリングボンド
における水素の吸着及び脱離の効率が高められる。上記範囲の上限値以下であると、シリ
コン結晶によって構成される水素貯蔵部材の機械的強度を容易に維持することができる。
【００２１】
前記シリコン結晶の「多孔度」とは、単位体積のシリコン結晶中に占める空隙（空隙÷
単位体積×１００）の百分率を意味し、その単位は（％）である。
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前記シリコン結晶の多孔度を測定する方法としては、例えば、ガス吸着法、Ｘ線小角散
乱法、中性子小角散乱法、質量・体積評価法が挙げられる。本明細書における多孔度の好
適な数値及びその範囲はＸ線小角散乱法、中性子小角散乱法、並びに質量・体積評価法に
よって総合的に評価された場合の数値である。
【００２２】
前記シリコン結晶の多孔度が増加するほど、当該シリコン結晶の総質量に対する水素の
吸着量が増加する。例えば、多孔度が５０〜９５％である場合の水素の吸着量は約３．１
５〜１０．５質量％であり、多孔度が６０〜９０％である場合の水素の吸着量は約５．２
５〜８．９質量％であり、多孔度が７０〜８５％である場合の水素の吸着量は約５．７８
〜８．２質量％である。
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【００２３】
［第二態様］
本発明の第二態様の水素脱離方法は、水素を吸着したシリコン結晶の粒子に（以下、シ
リコン結晶粒子という）、その粒子を構成するシリコンのバンド間遷移を生じさせ得る波
長の光を照射することにより、前記粒子から水素を脱離させる方法である。
前記波長の光は、近紫外域及び近赤外域を含めた可視光線であることが好ましい。
【００２４】
複数のシリコン結晶粒子の群から水素を脱離させる場合、各シリコン結晶粒子は互いに
独立した粒子が集合した粉体を構成していてもよいし、各シリコン結晶粒子同士が接合し
た（凝集した）接合体を構成していてもよい。この接合体の形態は、可視光線の透過性を

40

考慮して、板状、フィルム状（膜状）等の薄い形態であることが好ましいが、厚い形態、
例えば、直方体、立方体、回転楕円体、球等の塊状であってもよい。
【００２５】
具体的には、後述する陽極酸化処理によってシリコンウエハをエッチングすることによ
って形成された、シリコン結晶粒子が互いに接合してなる多孔質のシリコン結晶基板を使
用することが好ましい。このシリコン結晶基板は前述した第一態様においても好適である
。
【００２６】
水素ガスとして脱離させる水素は、前記終端水素であることが好ましい。
シリコン結晶粒子を構成するシリコンのバンドギャップエネルギー以上のエネルギーを
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有する波長の可視光線を照射することにより、シリコン結晶粒子がその可視光線を吸収し
てバンド間遷移が生じる。これによりシリコン結晶粒子の表面に存在する水素を非結合状
態（Anti‑Bonding State）にすることができる。このことは、第一原理計算により、シリ
コン結晶粒子の励起状態においてシリコン結晶粒子表面全体に電子の波動関数が広がるこ
とに基づいて確認されている。この非結合状態におけるシリコンと水素の原子間距離（１
．７Å）が、結合状態時の原子間距離（１．５Å）と比較して１０％以上伸張しているた
め、前述した赤外線照射によって容易に脱離する。また、赤外線照射が無くとも可視光線
照射のみで脱離し得る。脱離した水素原子は、脱離と同時又は脱離の直後に、近傍の水素
原子と結合して水素分子を形成する。その後、多数の水素分子が集まり、水素ガスが形成
10

される。
【００２７】
水素で終端されたシリコン結晶粒子のバンドギャップエネルギーは、図３に示すように
、シリコン結晶粒子の粒径Ｌ（単位：ｎｍ）に依存する。各粒径のシリコン結晶粒子に対
して、そのバンドギャップエネルギーより高いエネルギーを有する可視光線を照射してバ
ンド間励起を生じさせることによって、ダングリングボンドを終端している水素を前記非
結合状態にすることができる。
なお、図３は、Ｘ線小角散乱により粒径を評価した種々のサイズを有するシリコン結晶
粒子に対して、光透過並びに反射スペクトルを評価することによって決定されたバンドギ
ャップエネルギーをプロットした結果である。
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【００２８】
シリコン結晶粒子の群に照射する可視光線の波長は、粒子の粒径に応じて設定すること
が好ましく、照射する可視光線の波長λ（ｎｍ）は、シリコン結晶粒子の群の平均粒径Ｌ
（ｎｍ）によって表される下記式（１）を満たすことが好ましい。
λ＝（ｈｃ）／｛１．０６＋２．０５×（１／Ｌ）１．６｝

・・・（１）

（式中、ｈはプランク定数、ｃは光速度、である。）
【００２９】
シリコン結晶の光吸収係数αは結晶サイズ並びに励起波長に依存するが、可視光領域に
おいては凡そ１００〜１０，０００ｃｍ−１である。
【００３０】
シリコン結晶粒子の群の平均粒径は、例えば、１ｎｍ〜１０００ｎｍ程度が好ましく、

30

１ｎｍ〜１００ｎｍがより好ましく、１ｎｍ〜１０ｎｍがさらに好ましく、１ｎｍ〜５ｎ
ｍが特に好ましく、１ｎｍ〜２ｎｍが最も好ましい。
上記範囲の下限値以上であると、シリコン結晶粒子の群によって構成される水素貯蔵部
材の機械的強度を容易に保持することができる。上記範囲の上限値以下であると、シリコ
ン結晶粒子の群によって構成される水素貯蔵部材の多孔度が高まり、水素の吸着量（貯蔵
量）を増大させることができる。
【００３１】
具体的には、例えば、シリコン結晶粒子の群の平均粒径が１ｎｍ以上２ｎｍ未満である
場合、バンド間遷移を生じさせ、水素を放出させることができる波長の範囲としては、３
００〜８００ｎｍが好ましく、３５０〜７５０ｎｍがより好ましく、４００〜７２０ｎｍ

40

がさらに好ましい。上記波長の範囲であれば、全ての光が有効に吸収されるため、輝線ス
ペクトルである必要は無く、帯域の広い光スペクトルをシリコン結晶粒子に照射すること
ができる。
また、例えば、シリコン結晶粒子の群の平均粒径が２以上５ｎｍ未満である場合、バン
ド間遷移を生じさせ、水素を放出させることができる波長の範囲としては、７００〜１０
５０ｎｍが好ましく、７５０〜１０００ｎｍがより好ましく、７２０〜９５０ｎｍがさら
に好ましい。
また、例えば、シリコン結晶粒子の群の平均粒径が５以上１０ｎｍ未満である場合、バ
ンド間遷移を生じさせ、水素を放出させることができる波長の範囲としては、８５０〜１
０５０ｎｍが好ましく、９００〜１１００ｎｍがより好ましく、９５０〜１１５０ｎｍが
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さらに好ましい。
上記波長範囲の可視光線を照射すると、シリコン結晶粒子に必要充分な光エネルギーが
吸収され、水素を効率良く放出させることができる。ここで、必要充分とは、シリコン結
晶粒子を無駄に加熱することがなく、且つバンドギャップ間遷移を生じさせるために足り
ることを意味する。
【００３２】
シリコン結晶に上記波長の可視光線を照射する時間及び強度は、シリコン結晶の厚さ、
シリコン結晶と可視光線光源との距離に応じて適宜設定すればよい。例えば、単位体積の
シリコン結晶に対して、波長４００〜６５０ｎｍの可視光線を１〜１００ ｍＷ／ｃｍ２
の照射強度で３０〜６０秒照射することにより、当該単位体積のシリコン結晶に吸着した

10

終端水素の４０から５０％を脱離させることができる。
【００３３】
以上で説明した、シリコン結晶粒子の平均粒径は、Ｘ線小角散乱法の測定値に基づいて
、分布関数（ワイブル分布）を平均化したものより算出される。
同様に、後述する陽極酸化処理によって形成された、シリコン結晶粒子が互いに接合し
てなる多孔質のシリコン結晶基板を構成するシリコン結晶粒子の群の平均粒径も、上記の
通りに求められる。
【００３４】
［第三態様］
本発明の第三態様の水素脱離方法は、水素を吸着したシリコン結晶の粒子に、その粒子

20

を構成するシリコンのバンド間遷移を生じさせ得る波長の光を照射し（第一照射工程）、
Ｓｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長の光を照射する（第二照射工程）ことにより、前記粒
子から水素を脱離させる方法である。
【００３５】
第一照射工程の具体的な方法は前述した第一態様の方法と同様であり、第二照射工程の
具体的な方法は前述した第二態様の方法と同様である。
【００３６】
第一照射工程の照射時間は、第二照射工程の照射時間よりも長くてもよいし、短くても
よい。
第一照射工程と第二照射工程は、同時に行ってもよいし、順次若しくは交互に繰り返し
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て行ってもよい。第一照射工程と第二照射工程を順次若しくは交互に行う場合の順序は、
何れの工程が先であってもよい。
本態様においては、水素脱離がより迅速に行われるので、第一照射工程と第二照射工程
を同時に（第一照射工程とともに第二照射工程を）行うことが好ましい。
【００３７】
《多孔質のシリコン結晶の作製》
本発明にかかる水素脱離方法の用途に適したシリコン結晶として、シリコン結晶基板を
陽極酸化処理して得られる多孔質のシリコン結晶基板が挙げられる。その多孔度は陽極酸
化処理時の電流密度やエッチング液の組成によって調整することができる。例えば、多孔
度７５〜９５％にすると、平均粒径１〜２．５ｎｍ程度で、シリコン結晶の総質量（１０
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０質量％）に対する水素吸着量が５．８〜１０．５質量％のシリコン結晶粒子が互いに接
合した状態の多孔質シリコン基板が得られる。
【００３８】
陽極酸化処理に用いるシリコン結晶基板としては、例えば、面方位（１００）又は（１
１１）のシリコンウエハに公知のドーパントが含まれたＰ型又はＮ型のシリコンウエハが
挙げられる。ドーパントの種類によってシリコンウエハの光透過性が変化することが知ら
れており、例えば、赤外線に対する透過性を維持又は向上させる観点から、ヒ素や亜リン
酸等が含まれていてもよい。
【００３９】
陽極酸化処理は、例えば図４に示すエッチング装置１で行うことができる。図４は、エ
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ッチング装置１の模式図であり、エッチング液を入れる容器部２と、容器部２内に保持さ
れたエッチング液３と、エッチング対象であるシリコンウエハ４によって構成される陽極
と、白金製のメッシュ５によって構成される陰極と、シリコンウエハ４に流す電流密度を
調整する電源６と、シリコンウエハ４に光を照射してエッチングを促進するための光源７
と、が備えられている。Ｎ型シリコンウエハをエッチングする場合には、そのエッチング
を促進する目的で、光源７から例えば波長４００〜７００ｎｍの光を照射しながらエッチ
ングすることが好ましい。
【００４０】
エッチング装置１における容器部２はエッチング液３に耐性を有するフッ素系樹脂から
なり、容器部２の底部に設置されたシリコンウエハ４は、その一方の面のみがエッチング

10

液３に接触するように配置されている。電源６から電流を供給すると、エッチング液３に
接したシリコンウエハ４の一方の面から陽極酸化が進行し、シリコンウエハ４の他方の面
へ向けて、エッチングが起こる先端面が徐々に下がる。エッチングを継続すると、一方の
面側に多孔質層を備えたシリコンウエハ４が得られる。
【００４１】
エッチング液３の組成としては、例えば、フッ化水素酸と第一級アルコールの混合液が
挙げられる。シリコン基板の多孔度の調整が容易である観点から、フッ化水素酸とエタノ
ールの混合液が好ましい。フッ化水素酸とエタノールの混合液を構成するエタノールの割
合は、例えば５〜９８体積％の範囲で調整することが好ましい。エタノールの割合が高ま
る程、シリコン結晶基板の多孔度が高まり、その表面積を増大させることができる。した
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がって、作製するシリコン結晶基板の水素貯蔵効率を高める観点から、エタノールの上記
割合は、５０〜９５体積％が好ましく、６０〜９２体積％がより好ましく、７０〜９０体
積％がさらに好ましい。フッ化水素酸の割合が５体積％以上であると、エッチング速度が
高まり迅速に処理することができる。
【００４２】
陽極酸化処理における電流密度及び処理時間は、シリコンウエハの種類に応じて適宜設
定すればよく、例えば、１０〜３０ｍＡ／ｃｍ２にて６０〜１２０分程度が好ましい。こ
の条件であると、抵抗１〜１０Ω×ｃｍの面方位（１００）のＰ型シリコンウエハを多孔
度５０〜９５％程度にすることができる。
30

【００４３】
２

また、電流密度を７００ｍＡ／ｃｍ

程度に高めると、それ以前の穏やかなエッチング

により形成した多孔質層をシリコンウエハ４の未エッチング部から剥がして、いわゆる自
立膜（Free‑standing膜）として、多孔質のシリコン結晶基板を得ることができる。
シリコン結晶基板の厚さとしては、例えば、０．０１〜１００μｍが好ましく、０．１
〜１０μｍがより好ましい。
【００４４】
シリコン結晶基板の多孔度が高まるにつれてその機械的強度が低くなり、例えば比表面
積が７００ｍ２／ｃｍ３を超えると、自立膜を維持することが難しくなる場合がある。こ
の場合、二酸化炭素又はペンタン等の炭化水素溶媒を用いた超臨界洗浄を自立膜に施すこ
とにより、その膜構造を強化することができる。
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【００４５】
エッチング装置１において電源６から電流を供給すると、エッチング液３に接したシリ
コンウエハ４の一方の面から陽極酸化が進行し、シリコンウエハ４の他方の面へ向けて、
エッチングが起こる先端面が徐々に下がっていく。この際、先端面が通過して一度エッチ
ングを終えた部位ではエッチングがほとんど起こらないことを利用して、単一のシリコン
ウエハにおいて、その深度毎に多孔度を変えることができる。すなわち、シリコンウエハ
の厚さ方向に見て多孔度が変化する、複数の層が積層してなる２次元超格子状のシリコン
結晶積層体（即ち、シリコン結晶積層基板）を作製することができる。
【００４６】
シリコン結晶積層基板の最小構成として、互いに異なる多孔度を有する少なくとも２つ
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の層が積層された構成が挙げられる。第一シリコン結晶層（第一層）の多孔度が第二シリ
コン結晶層（第二層）の多孔度よりも高い構成である場合、第一層が有する広い表面積に
よって水素貯蔵率を向上させることができる。ここで、第一層は多孔度が高められている
ために機械的強度が低下しているが、相対的に多孔度が低く、機械的強度が高い第二層に
よって第一層は支持されているので、シリコン結晶積層基板全体としての機械的強度は充
分に保たれている。
【００４７】
第一層の厚さは、例えば、０．０１〜１００μｍが好ましく、０．１〜１０μｍがより
好ましく、０．５〜５μｍがさらに好ましい。第一層が厚い程、水素の吸着量を増加させ
ることができる。第一層が薄い程、電磁波の透過性が高まり、水素の脱離がより容易とな
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る。
第二層の厚さは、例えば、０．０１〜１０μｍが好ましく、０．０５〜５μｍがより好
ましく、０．１〜１μｍがさらに好ましい。第二層が厚い程、シリコン結晶積層基板の機
械的強度を高めることができる。第二層が薄い程、シリコン結晶積層基板の単位体積当た
りの水素吸着量を増加させることができる。
【００４８】
具体例として、多孔度が７５％以上９５％以下の第一シリコン結晶層（第一層）と、多
孔度が３０％以上７５％未満の第二シリコン結晶層（第二層）と、を備えるシリコン結晶
積層基板が挙げられる。
【００４９】
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別の具体例として、シリコンウエハの厚さ方向に見て多孔度が高／低／高で変化する、
三つの層が積層してなるシリコン結晶基板において、多孔度が７５％以上９５％以下の第
一層及び第三シリコン結晶層（第三層）と、これらに挟まれた多孔度が３０％以上７５％
未満の第二層と、を備えるシリコン結晶積層基板が挙げられる。この３層構成の場合、多
孔度が相対的に低く、機械的強度が比較的高い、中間に挟まれた第二層がその両側の第一
層及び第三層を構造的に支持することができる。
第三層の厚さは、第一層と同じでもよく、異なっていてもよく、例えば、第一層の前述
した好適な厚さが適用できる。
【００５０】
シリコン結晶積層基板の形成方法としては、例えば、エッチングの初期に電流密度を高
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く設定して多孔度が比較的高い第一層を形成し、続いてエッチングの中期に電流密度を低
く設定して多孔度が比較的低い第二層を形成し、最後のエッチング後期に再び電流密度を
高く設定して多孔度が比較的高い第三層を形成する方法が挙げられる。このような段階的
なエッチングによって、シリコンウエハの厚さ方向に見て多孔度が高／低／高で変化する
、三つの層が積層してなるシリコン結晶積層基板を作製することができる。
本手法を用いて三つの層が積層した構造より多数の積層構造、例えば４０層の積層構造
を作製することも可能である。
【００５１】
シリコン結晶積層基板の他の形成方法としては、例えば、まずシリコンウエハの一方の
面側に多孔度が比較的高い第一層を形成し、続いてシリコンウエハの他方の面側に多孔度
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が比較的低い第二層を形成することによって、二層構成の積層体を形成する。次いで、こ
の二層構成の積層体を複数作製し、これらを公知の常温ウエハ接合技術によって接合する
ことにより、第一層と第二層が任意の数で交互に積層された縞状のシリコン結晶積層基板
が得られる。
【００５２】
以上で説明したシリコン結晶積層基板の形態は板状であるが、本発明にかかるシリコン
結晶積層体の形態は板状以外の形態、例えば、直方体、立方体、回転楕円体、球等の塊状
であってもよい。
【００５３】
《水素貯蔵システム》

50

(11)

JP 2017‑207097 A 2017.11.24

本発明の第四態様の水素貯蔵システムは、水素が吸着するシリコン結晶を有する水素吸
着材と、前記シリコン結晶に赤外線を照射し得る位置に配置されたＩＲ光源とを備える。
具体例として、図５に示す水素貯蔵システム２０を参照して説明する。
水素貯蔵システム２０は、多孔質のシリコン結晶基板２１と、ＩＲ光源（赤外線光源）
２２と、可視光線光源２３と、水素放出バルブ２４と、水素補給バルブ２５と、これらを
収納する収納容器２６と、を備えている。
【００５４】
収納容器２６内において、複数のシリコン結晶基板２１が備えられ、各シリコン結晶基
板２１は一定間隔で離間した状態で積み重ねられている。
また、複数のＩＲ光源２２及び可視光線光源２３は、積み重ねられた各シリコン結晶基
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板２１の間隙に投光可能な位置、例えば各シリコン結晶基板２１の基板面の延長線上又は
その近傍に配置されている。ＩＲ光源２２及び可視光線光源２３の配置はこれに限定され
ず、例えば、シリコン結晶基板２１の基板面に対して正面方向及び斜め方向を含めた上方
又は下方等の任意の位置に配置できる。
【００５５】
水素貯蔵システム２０に備えられたシリコン結晶基板２１の形態は板状であるが、本発
明にかかる水素貯蔵システムにおけるシリコン結晶の形態は板状以外の形態、例えば、直
方体、立方体、回転楕円体、球等の塊状であってもよい。
【００５６】
陽極酸化処理で多孔質化されたシリコン結晶基板２１を構成するシリコン表面には、ダ
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ングリングボンドを終端する水素原子が予め吸着している。
【００５７】
ＩＲ光源２２から、Ｓｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長を有する赤外線、すなわち波数
５５０〜７５０ｃｍ−１及び２０５０〜２１５０ｃｍ−１のうち少なくとも一方の赤外線
を照射する。シリコン結晶基板２１は基本的には赤外線に対して透明である。このため、
図５のように、シリコン結晶基板２１の側面に配置された複数のＩＲ光源２２から照射さ
れた赤外線は、収納容器２６中で散乱及び拡散しながら、積層された各シリコン結晶基板
２１の全面に行き渡る。赤外線によって励起されたＳｉ−Ｈ結合が切れて、水素原子が放
出され、近傍にある同様に放出された水素原子と結合して水素分子が形成される。
【００５８】
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また、可視光線光源２３から、シリコンのバンド間遷移を生じさせ得る波長の可視光線
、例えば、４００〜６５０ｎｍを上記の赤外線と同時に又は単独に照射する。ここで可視
光線を単独で照射する場合、赤外線照射の前に可視光線を照射してもよいし、赤外線照射
の後で任意の時間の経過後に可視光線を照射してもよい。
【００５９】
可視光線は、複数のシリコン結晶基板２１の間隙を縫うように伝搬し、シリコン結晶基
板２１の表面を構成する多孔質構造のシリコン結晶粒子に吸収される。この際、シリコン
結晶基板２１は基本的には可視光線に対して不透明であるため、複数のシリコン結晶基板
２１の基板平面の延長線上又はその近傍に可視光線光源２３が複数設置されていることが
好ましい。この配置であると、複数のシリコン結晶基板２１の間隙に可視光線を照射し、
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光源２３から離れたシリコン結晶基板２１の中央付近まで可視光線を到達させることがで
きる。可視光線によって励起されたシリコン結晶においてはバンド間遷移が生じ、前述し
た物理メカニズムによりシリコン結晶のダングリングボンドを終端していた水素原子が放
出され、近傍にある同様に放出された水素原子と結合して水素分子が形成される。
【００６０】
赤外線及び可視光線の照射によってシリコン結晶基板２１の全面で放出された水素分子
は、互いに凝集して水素ガスを形成しながら収納容器２６を上昇し、収納容器２６の上部
に設けられた水素放出バルブ２４から容器外へ取り出される。
【００６１】
上記のように特定波長の赤外線を照射することによって、照射とほぼ同時に水素を脱離
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して水素ガスを形成できるため、従来の加熱による脱離方法よりも迅速に水素ガスを得る
ことができる。また、照射する赤外線はＳｉ−Ｈ結合に吸収され易く、Ｓｉ−Ｓｉ結合に
は吸収され難いため、効率良くＳｉ−Ｈ結合を切断することができ、シリコン結晶基板２
１の全体を無駄に加熱する必要がない。このため、水素脱離及び水素ガスの形成に投入す
るエネルギーは、従来の基板全体の加熱方法に比べて極めて小さくすることができる。
【００６２】
また、上記のように特定波長の可視光線を照射することによって、水素を脱離して水素
ガスを形成することができる。赤外線を照射する場合と同様に、シリコン結晶を無駄に加
熱することなく迅速に水素を脱離させることができる。
【００６３】
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上記のように赤外線と可視光線を同時に照射した場合、水素の脱離に寄与する割合は、
赤外線照射の方が大きい。この詳細な理由は未解明であるが、赤外線照射はＳｉ−Ｈ結合
をピンポイントで直接的に切断することができる一方、可視光線照射はシリコン結晶粒子
の全体を励起した上でシリコン結晶粒子の表面に結合した水素のＳｉ−Ｈ結合を間接的に
切断していることが一因であると考えられる。
【００６４】
上記のように複数のシリコン結晶基板を一定間隔で重ねて配置した装置構成である場合
、シリコン結晶基板を透過する赤外線の照射効率は、シリコン結晶基板を透過し難い可視
光線の照射効率よりも格段に高い。すなわち、赤外線の方がシリコン結晶基板の全面をム
ラなく効率的に照射することができる。このため、赤外線と可視光線の何れか一方を選ぶ
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とすれば、照射効率及び水素脱離効率の高い赤外線の方が好ましい。
【００６５】
以上で説明した水素脱離方法において、シリコン結晶基板２１から水素原子を脱離させ
る際に赤外線及び可視光線を照射したが、可視光線を用いずに赤外線照射のみで水素を脱
離させてもよい。また、逆に赤外線を用いずに可視光線照射のみで水素を脱離させてもよ
い。なお、水素脱離の効率を高める観点から、可視光線は水素の脱離を促進する補助的な
手段として用い、赤外線照射を水素脱離の主な手段とすることが好ましい。
【００６６】
水素が脱離した後のシリコン結晶基板に生じた未終端のダングリングボンドは、原子状
水素によって終端される。原子状水素をシリコン結晶基板２１に供給する方法としては、
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液相プロセスと気相プロセスが挙げられる。
【００６７】
液相プロセスとしては、例えば、原子状水素が含まれたバッファードフッ酸（ｐＨが緩
衝化されたフッ酸溶液）にシリコン結晶基板２１を浸漬させてダングリングボンドを原子
状水素で終端する方法が挙げられる。
水素貯蔵システム２０において、水素補給バルブ２５から収納容器２６内にバッファー
ドフッ酸溶液を注入することにより、間隔を空けて積層された複数のシリコン結晶基板２
１の間及び各シリコン結晶基板２１の多孔質構造をバッファードフッ酸溶液で満たすこと
ができる。
【００６８】
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気相プロセスとしては、例えば、水素ガスを金属フィラメントで加熱することにより原
子状水素を発生させた空間に、シリコン結晶基板２１を置いてダングリングボンドを原子
状水素で終端する方法が挙げられる。
【００６９】
水素貯蔵システム２０においては、気相プロセスによって生成された原子状水素が、水
素補給バルブ２５から収納容器２６内へ、必要に応じて補給される。例えば、まず、水素
ガスの需要に応じて、赤外線及び可視光線照射によって迅速にシリコン結晶基板２１から
水素ガスを取り出し、水素放出バルブ２４から需要先へ供給する。その後、適当な時期に
、シリコン結晶基板２１に生じたダングリングボンドを原子状水素で終端することができ
る。
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なお、原子状水素は強い還元力を有するため、光源の照射面をサファイア基板で保護し
たり、容器内壁をフッ素系樹脂で保護したりする等の対策を講じることが好ましい。
【００７０】
また、上記の液相プロセス、気相プロセスに代えて、次の方法を採用してもよい。すな
わち、ガス状の水素分子（水素ガス）又は液体状の水素分子（液体水素）中に、未終端の
ダングリングボンドを有するシリコン結晶基板を放置し、ダングリングボンドが水素原子
によって自然に終端されるのを待つ方法を採用してもよい。ただし、ダングリングボンド
の強い還元力のみを利用したこの方法では、終端される速度は前述の液相プロセス、気相
プロセスよりも一桁程度遅くなる。
【００７１】
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《トリチウム分離システム、トリチウム分離方法》
本発明の第五態様のトリチウム分離システムは、水素が吸着するシリコン結晶を有する
水素吸着材と、前記シリコン結晶に赤外線を照射し得る位置に配置されたＩＲ光源とを備
える。具体例として、図６に示すトリチウム分離システム３０を参照して説明する。
トリチウム分離システム３０は、多孔質のシリコン結晶基板３１と、ＩＲ光源（赤外線
光源）３２と、可視光線光源３３と、放出バルブ３４と、流入バルブ３５と、これらを収
納する収納容器３６と、を備えている。このトリチウム分離システム３０の構成は、前述
した水素貯蔵システム２０と同様である。
【００７２】
収納容器３６内において、複数のシリコン結晶基板３１が備えられ、各シリコン結晶基
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板３１は一定間隔で離間した状態で積み重ねられている。
また、複数のＩＲ光源３２及び可視光線光源３３は、積み重ねられた各シリコン結晶基
板３１の間隙に投光可能な位置、例えば各シリコン結晶基板３１の基板面の延長線上又は
その近傍に配置されている。ＩＲ光源３２及び可視光線光源３３の配置はこれに限定され
ず、例えば、シリコン結晶基板３１の基板面に対して正面方向及び斜め方向を含めた上方
又は下方等の任意の位置に配置できる。
【００７３】
トリチウム分離システムに備えられたシリコン結晶基板３１の形態は板状であるが、本
発明にかかるトリチウム分離システムにおけるシリコン結晶の形態は板状以外の形態、例
えば、直方体、立方体、回転楕円体、球等の塊状であってもよい。
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【００７４】
陽極酸化処理で多孔質化されたシリコン結晶基板３１を構成するシリコン表面には、ダ
ングリングボンドを終端する水素原子が予め吸着している。
【００７５】
まず、ＩＲ光源３２からＳｉ−Ｈ結合の振動に共鳴する波長を有する赤外線を照射する
とともに、可視光線光源３３からシリコンのバンド間遷移を生じさせ得る波長の可視光線
を照射することによって、終端水素を脱離させ、ダングリングボンドを形成する。
【００７６】
次いで、収納容器３６内にトリチウム（三重水素）を含む放射性水溶液を導入し、間隔
を空けて積層された複数のシリコン結晶基板３１の間及び各シリコン結晶基板３１の多孔
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質構造を放射性水溶液によって満たす。放射性水溶液はバッファードフッ酸溶液に成るよ
うに予め調製されており、この放射性水溶液に浸漬されたシリコン結晶基板３１のダング
リングボンドは、放射性水溶液に含まれる水素又はトリチウムの原子を結合する。水素及
びトリチウムの何れが結合するかは、放射性水溶液中の各原子の濃度に依存する。例えば
、放射性水溶液中の水素及びトリチウムの合計のうち０．１％程度がトリチウムである場
合、ダングリングボンドの約０．１％がトリチウムによって終端されると考えられる。
【００７７】
続いて、収納容器３６から放射性水溶液を排出した後、再びＩＲ光源３２及び可視光線
光源３３から前記波長の光を照射することによって、シリコン結晶基板３１のダングリン
グボンドを終端している水素原子を脱離させる。この際、トリチウムは水素原子よりも大
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きい質量を有するので、水素原子が優先的に脱離してダングリングボンドを形成する一方
、トリチウムの多くはダングリングボンドに結合したまま残る。
【００７８】
この理論的な裏付けは、Ｓｉ−Ｔ結合の振動に共鳴する赤外線の周波数が大きく同位体
シフトすることによる。即ち、伸縮に共鳴する周波数は波数２０５０〜２１５０ｃｍ−１
から１２０５〜１２６０ｃｍ−１へシフトし、変角及び挟みに関する周波数は波数５５０
〜７５０ｃｍ−１から３２０〜４４０ｃｍ−１にシフトする。このため、Ｓｉ−Ｈ結合の
振動に共鳴する赤外線を照射してもＳｉ−Ｔ結合の振動は励起しないので、Ｓｉ−Ｈ結合
のみが切断される。
【００７９】

10

その後、再び流入バルブ３５から放射性水溶液を収納容器３６内に導入するとともに、
収納容器内３６の水素ガスを放出バルブ３４から容器外へ排出する。放射性水溶液に浸漬
されたシリコン結晶基板３１において、水素又はトリチウムがダングリングボンドに結合
する。
【００８０】
上記のように、シリコン結晶基板３１をトリチウムが含まれる放射性水溶液に浸漬して
、水素及びトリチウムをシリコン結晶のダングリングボンドに結合させる吸着工程と；シ
リコン結晶基板３１に赤外線及び可視光線を照射して、水素を優先的に脱離させてダング
リングボンドを再生するとともに、トリチウムをシリコン結晶基板３１に結合させた状態
を維持する脱離工程と；を繰り返すことによって、シリコン結晶基板３１のダングリング

20

ボンドを終端するトリチウム原子の数量及び濃度が増大し、最終的にはその殆どがトリチ
ウムによって終端される。つまり、放射性水溶液に含まれるトリチウムをシリコン結晶基
板３１に結合させて、放射性水溶液からトリチウムを分離することができる。
【００８１】
ダングリングボンドの殆どがトリチウムに終端されたシリコン結晶基板３１からトリチ
ウムを脱離させる方法としては、例えば、シリコン結晶基板３１を２００℃程度に加熱す
る方法が挙げられる。トリチウムが脱離してダングリングボンドが再生されたシリコン結
晶基板３１は、再び吸着工程に使用することができる。
【００８２】
以上で説明したトリチウムの分離方法において、シリコン結晶基板３１から水素原子を
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脱離させる際に赤外線及び可視光線を照射したが、可視光線を用いずに赤外線照射のみで
水素を脱離させてもよい。また、逆に赤外線を用いずに可視光線照射のみで水素を脱離さ
せてもよい。なお、水素脱離の効率を高める観点から、可視光線は水素の脱離を促進する
補助的な手段として用い、赤外線照射を水素脱離の主な手段とすることが好ましい。
【００８３】
また、以上で説明したトリチウムの分離方法において、放射性水溶液を収納容器３６か
ら排出した後、赤外線を照射してシリコン結晶基板３１に終端している水素原子を脱離さ
せるプロセスを説明した。この方法に代えて、水の赤外吸収を避ける装置構成を採用し、
放射性水溶液を排出せずにその溶液中で連続的に水素脱離及びトリチウム終端の化学反応
をおこなわせることができる。具体的には、シリコン結晶基板の表面（第一面）が放射性

40

水溶液に浸透されている場合は、その水溶液に浸透されていないシリコン結晶基板の裏面
（第二面）から赤外線を照射すればよい。一方、そのシリコン結晶基板の表面から赤外線
を照射する場合は、水の吸収係数を考慮した装置構成を取ればよい。具体的には、５５０
〜２１５０ｃｍ−１の波数領域では、水の吸収係数は凡そ１０３ｃｍ−１となるので、赤
外線が透過する部位の水の厚さを１０μｍ以下となるように装置を構成すればよい。
【実施例】
【００８４】
［水素終端ナノ結晶Ｓｉの作製］
水素終端ナノ結晶Ｓｉは、Ｓｉ基板をフッ酸とエタノールの混合溶液中で電気化学的に
エッチングすることによって作製した。
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具体的には、まず、図４に示す装置によって、１〜１０Ω・ｃｍのＰ型Ｓｉ＜１００＞
ウエハ基板の陽極酸化処理を上記混合液中で２０ｍＡ／ｃｍ２の定電流で１０分行い、続
いて７００ｍＡ／ｃｍ２の電流密度で電解研磨を行うことによって、自立性を有する厚さ
５μｍの膜状のシリコン結晶基板（以下、ナノ結晶Ｓｉという。）を形成した。このナノ
結晶Ｓｉはナノ粒子同士が接合してなる多孔質の膜を形成しており、そのナノ粒子の平均
粒径は１ｎｍ〜５ｎｍの範囲で調整した。作製したナノ結晶Ｓｉを構成するナノ粒子の透
過電子顕微鏡写真の一例を図７に示す。
【００８５】
図８のグラフに示すように、フッ酸に対するエタノールの割合を増大させ、ナノ結晶Ｓ
ｉを構成する粒子の粒径を小さくし、ナノ結晶Ｓｉの比表面積及び水素の質量比を増大さ
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せた。グラフに示した通り、エタノールの割合が増えるほど、ナノ結晶Ｓｉの比表面積が
増加した。比表面積の増加に応じて、吸着する水素の量も増大した。
【００８６】
陽極酸化処理によって得たナノＳｉ結晶を構成するナノ粒子の平均粒径および粒径分布
を調べるために、Ｘ線小角散乱法（ＳＡＸＳ）による分析を行った。
図９に、エッチング条件を変えて作製した３種のナノ結晶Ｓｉ（以下、試料と呼ぶこと
がある。）について得たＳＡＸＳ散乱スペクトル［図中の波数ｑ（ｃｍ−１）はｑ＝（４
π／λ）ｓｉｎ（２θ／２）で２θは散乱角］を示す。ここで示すＳＡＸＳ散乱スペクト
ルは、試料のＸ線吸収率（透過率）、検出器のバックグラウンドノイズスリット幅、等の
補正を全て行った後のデータである。
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【００８７】
上記３種の試料は互いに異なる多孔度を有しており、各多孔度は、それぞれ、６３％、
７９％、８７％である。試料の多孔度が増大するにつれて相対的にＳＡＸＳ散乱強度が減
少していることは、Ｓｉウエハのエッチングが進行するにつれてナノ結晶Ｓｉ中のシリコ
ン原子数が減少していること、すなわちナノ結晶Ｓｉを構成するナノ粒子の平均粒径が小
さくなっていくことを示している。
【００８８】
図９のスペクトルにおいて、波数０．２ｎｍ−１以下では、ナノ結晶Ｓｉにおいて多孔
度が低いほど、散乱強度が急激に立ちあがっている。これは、ナノ結晶Ｓｉ中においてナ
ノ粒子の集合体が副構造を形成していること、及び平均粒径の大きなナノ結晶Ｓｉでは、
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この副構造内のナノ粒子にある程度の秩序性があることを示している。例えるなら、ナノ
粒子がぶどうの粒であるとすると、副構造はぶどうの房であるといえる。
【００８９】
ＳＡＸＳ測定によって得たナノ結晶Ｓｉ中のナノ粒子の分布関数及び構造因子を解析す
ることにより、理論的にフィットする平均粒径及び粒径分布を求めた。
各多孔度を有する上記試料について、上記解析により求めた粒径分布の結果を図１０に
示す。この粒径分布から、多孔度６３％の試料の平均粒径（ナノ粒子を含む最小球の平均
直径）は２．４３ｎｍ、多孔度７９％の試料の平均粒径は２．２４ｎｍ、多孔度８７％の
試料の平均粒径は２．１１ｎｍであることが分かった。
【００９０】
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また、上記３種の水素終端ナノ結晶Ｓｉの水素吸着量は、ナノ結晶Ｓｉの総質量に対し
てそれぞれ５質量％（多孔度６３％）、６．３質量％（多孔度７９％）、８．２質量％（
多孔度８７％）であることを、多孔度測定及びエッチング時の電気量（電流×時間）によ
って確認した。
【００９１】
［水素終端ナノ結晶Ｓｉの水素放出］
上記の陽極酸化処理によって作製した多孔度７９％、平均粒径２．２４ｎｍのナノ結晶
Ｓｉ（以下、試料という。）を準備した。この試料に、ナノ結晶Ｓｉが有するＳｉ−Ｈ結
合の振動に共鳴する波数２１００ｃｍ−１（波長４．７６μｍ）の赤外線と、ナノ結晶Ｓ
ｉを構成するシリコン粒子が吸収する波長４００ｎｍの可視光線とを照射した。この照射
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によって、ナノ結晶Ｓｉのダングリングボンドに結合して終端している大量の水素を高速
に放出させられることを以下の方法で確認した。
【００９２】
具体的な方法としては、上記陽極酸化処理によって作製されたナノ結晶Ｓｉを真空容器
内（真空度１０−５Ｐａ）に設置し、波長４００ｎｍの可視光線を出力するレーザを用い
てナノ結晶Ｓｉを照射した。さらにこの照射と同時に、波長４．７μｍの赤外光線を出力
する半導体発光素子またはパラメトリック発振器を用いてナノ結晶Ｓｉを照射した。この
際、可視光線および赤外光線がナノ結晶Ｓｉにおける同一箇所を照射するようにした。照
射強度については、可視光線および赤外光線ともに１０ｍＷ／ｃｍ２程度の励起強度とな
るようにした。

10

【００９３】
可視光線及び赤外光線の照射によるナノ結晶Ｓｉからの水素脱離の観測には、四重極型
質量分析計を用いた。照射時に観測された水素に由来するスペクトルから、非照射時のス
ペクトルを差し引くことによって、脱離した水素量を半定量的に評価した。
可視光線照射によりナノ結晶Ｓｉが赤色に発光する。その発光強度の時間的変化はＣＣ
Ｄ光検出器が付帯した分光器を用いて観測した。水素脱離による発光強度の低減量と、ダ
ングリングボンド数の増大との相関は、光励起可能な電子スピン共鳴装置を用いて予め評
価した。
【００９４】
可視光線及び赤外光線の照射によるナノ結晶Ｓｉの温度変化を、赤外放射温度計で評価
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したところ、水素を脱離させたナノ結晶Ｓｉの部位（照射箇所）の温度はほとんど上昇せ
ず、１００℃以下であった。
【００９５】
上記実験により得た結果を図１１に示す。可視光線を単独で照射した場合（グラフの破
線）には比較的緩やかに水素が放出される一方、上記特定波長の赤外線を可視光線と共に
同時に照射した場合（グラフの実線）には、短時間で急速に大量の水素が放出されること
が明らかである。即ち、グラフの実線から、照射後０．１〜５秒の間で終端水素の４０％
程度、照射後０．１〜１０秒の間にほぼ５０％の終端水素が急速に脱離したことが分かる
。
【００９６】
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上記実験においては赤外線と可視光線の両方を同時に照射したが、赤外線（波数２１０
０ｃｍ−１）のみを照射した場合にも同様に、短時間で急速に大量の水素が放出されるこ
とを確認した。
【００９７】
また、上記のＳｉ−Ｈ結合の伸縮モードに共鳴する波数の赤外線（波数２１００ｃｍ−
１

）に代えて、Ｓｉ−Ｈ結合の変角及び挟みモードに共鳴する赤外線（波数５５０〜７５

０ｃｍ−１）のみを照射した場合にも、上記と同様に短時間で急速に大量の水素が放出さ
れることを確認した。
【００９８】
また、上記の波長４００ｎｍの可視光線に代えて、波長４５０〜６００ｎｍの可視光性
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を単独で及び上記赤外線と同時に照射した場合にも、上記と同様に短時間で急速に大量の
水素が放出されることを確認した。
【００９９】
＜トリチウム分離試験＞
トリチウムよりも取り扱いが容易な重水素を用い、シリコン結晶基板中に重水素を濃縮
する実験を行った。
具体的には、水素（Ｈ２）及び重水素（Ｄ２）を９：１の比率で含む蒸気混合ガスをシ
リコン結晶基板に接触させた状態で、Ｓｉ−Ｈ伸縮振動を励起する波数２０５０〜２１５
０ｃｍ−１の赤外線を照射した。これによりＳｉ−Ｈ結合が切断され、ダングリングボン
ドが形成されるが、周囲の水素又は重水素がそのダングリングボンドを終端した。この切
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断と終端が繰り返されるプロセスを２〜６時間継続したところ、シリコン結晶基板のダン
グリングボンドの多くが重水素原子によって終端されること、すなわちシリコン結晶基板
中に重水素が濃縮されることを確認した。この結果を図１２に示す。
【０１００】
図１２の赤外線吸収スペクトルにおいて、実線はプロセス初期のスペクトルを表し、破
線はプロセス中期〜後期のスペクトルを表す。プロセス初期においては、Ｓｉ−Ｈ結合の
伸縮モードに対応する波数２０５０〜２１５０ｃｍ−１のピークのみが観測されている。
一方、プロセス中期〜後期においては、波数２１００ｃｍ−１のピークが減少し、Ｓｉ−
Ｄ結合の伸縮モードに対応する波数１５００〜１５５０ｃｍ−１のピークが増加している
10

。
【０１０１】
上記の結果から、質量の重い重水素は、水素（軽水素）が脱離する波数の赤外線照射に
よっては脱離し難いことが明らかである。このことから、さらに質量の重いトリチウムも
重水素の場合と同様に、水素（軽水素）が脱離する波数の赤外線照射によっては脱離し難
いことが理解される。したがって、上記の切断と終端のプロセスを繰り返すことによって
、トリチウムをシリコン結晶基板中に濃縮し、軽水素から分離することができる。
【０１０２】
以上で説明した各実施形態における各構成及びそれらの組み合わせ等は一例であり、本
発明の趣旨を逸脱しない範囲で、公知の構成の付加、省略、置換、およびその他の変更が
可能である。
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【産業上の利用可能性】
【０１０３】
本発明は、水素エネルギーを利用する技術分野、例えば、水素貯蔵材料、水素自動車用
燃料電池、モバイル機器用燃料電池、トリチウム分離材料などの材料分野に広く適用でき
る。
【符号の説明】
【０１０４】
１…エッチング装置、２…容器部、３…エッチング液、４…シリコンウエハ、５…白金製
のメッシュ、６…電源、７…光源、２０…水素貯蔵システム、２１…シリコン結晶基板、
２２…赤外線光源、２３…可視光線光源、２４…水素放出バルブ、２５…水素補給バルブ
、２６…収納容器、３０…トリチウム分離システム、３１…シリコン結晶基板、３２…赤
外線光源、３３…可視光線光源、３４…放出バルブ、３５…流入バルブ、３６…収納容器
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