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研究成果の概要（和文）：電気化学的手法により形成される「多孔質構造」を基盤とした窒化ガリウム（GaN）
光触媒電極の開発に取り組んだ。電気化学エッチング条件およびその後の化学エッチング条件により、多孔質構
造の孔径および深さの精密制御を達成した。光反射率低減および表面積増大により、光電気化学変換効率が向上
することを明らかにした。さらに、酸化ニッケル（NiO）および酸化銅（Cu2O）によるGaN電極の機能修飾が、そ
れぞれ、腐食耐性の向上と可視光（400-600nm）領域における光電気化学変換に有望であることを示した。

研究成果の概要（英文）：GaN-based photocatalyst electrodes utilizing electrochemically-formed porous
 structures have been developed. The precise control of pore diameter and depth has been achieved by
 optimizing the condition of electrochemical etching and subsequent wet-chemical etching. The 
decrease of photo reflectance and increase of the effective surface area of GaN porous structures 
lead to the improvement of the photo-electrochemical conversion efficiency. The functionalization 
utilizing NiO and Cu2O on n-GaN electrodes was very effective respectively for the improvement of 
corrosion resistance and the photoelectrochemical conversion in visible light region (400-600nm).

研究分野： 電気電子工学

キーワード： 窒化ガリウム　光電気化学　多孔質構造　エネルギー変換
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
近年、グリーンエネルギーへの高い関心か

ら、光エネルギーを使って化学反応を触媒す
る光触媒に注目が集まっている。人工光合成
もその応用技術の一つであり、例えば、太陽
光による水の分解と燃料電池用水素の生成、
大気中二酸化炭素(CO2)の安定な有機物質へ
の固定化などに利用が期待されている。1972
年の酸化チタン(TiO2)による光触媒効果[1]の
発表以来、酸化物半導体を中心に研究がなさ
れてきたが、近年、より光触媒活性の大きい
窒化ガリウム(GaN)に対する報告も増えてき
ている。しかし、窒化物半導体材料は禁制帯
幅が広く、可視光に透明で紫外光（太陽光に
3%程度）しか吸収できないため、変換効率向
上が重要課題である。代表的な取り組みとし
て、混晶化による禁制帯幅の制御[2]が挙げら
れるが、同時に光触媒活性が低下する問題も
指摘されている。また、n 型半導体を光触媒
電極として利用する際には、陽極として作用
するため電極の「腐食」が問題となる。近年
では、n-GaN 電極に、助触媒として酸化ニッ
ケル（NiO）を担持させることにより、変換
効率や電極の耐腐食性が向上するという報
告[3]がある。 

 
２．研究の目的 

本研究課題では、研究代表者が取り組んで
きた「半導体ナノ構造の自己組織化形成」お
よび「ナノ表面・界面物性の制御と機能化」
に基づき、窒化物半導体を用いた光触媒電極
の高効率化を目的とした。電極構造は、電気
化学的手法により形成される「多孔質構造」
を基盤とした。微細孔の高密度配列構造によ
る、表面積増大と光反射率の低減効果が期待
できる。さらに、酸化物半導体による表機能
修飾により、可視光領域における光吸収効率
と電極の耐腐食性の向上を目指した。 
 
３．研究の方法 
(1) 半導体試料 

ハイドライド気相成長法（HVPE）により
作製した GaN 自立基板（ND=1x1018cm-3）、お
よび GaN 自立基板上に有機金属気相成長法
（MOVPE）により結晶成長した n-GaN 層
（ND=5x1016cm-3）を用いた。 
 
(2) 多孔質構造形成法 

GaN 多孔質構造の形成には、「光電気化学
エッチング法」および暗中での「２段階エッ
チング法」を用いた。３電極式の電気化学セ
ルを用い、対向電極には白金（Pt）、標準電極
には銀／塩化銀（Ag/AgCl）電極を用い、作
用電極には GaN 試料をセットした。電解液と
して 1MH2SO4+1MH3PO4混合溶液を用い、電
解液に対する作用電極電位をポテンショス
タットにより制御した。試料表面（front-side 
illumination: FSI）および試料裏面（back-side 
illumination: BSI）から光を照射することがで
きるよう、電気化学セルの２箇所に石英の窓

を設けた。試料裏面から光を照射する場合は、
酸化インジウムスズ（ITO）薄膜をコートし
た石英ガラスを試料台に使用した。照射光源
として、キセノン（Xe）ランプを用い、バン
ドパスフィルターにより波長を規定した。 
 
(3) 酸化ニッケル微粒子による機能修飾 

GaN 光触媒電極の耐腐食性向上のため、
金 属 有 機 化 合 物 分 解 (Metal Organic 
Decomposition: MOD)法を用いて酸化ニッケ
ル（NiO）の担持を試みた。本手法は次の３
つの工程から構成される。(i)金属有機化合物
が含まれた溶剤：MOD 剤を酢酸 n ブチルを
用いて所望の濃度となるように希釈する。(ii)
希釈溶剤をスピンコート法により基板表面
全体へ塗布する。(iii)アニール処理により有
機溶剤を除去し金属酸化物を基板表面に形
成する。 

本研究では、スピンコートの回転速度：
5000 rpm、時間：30s に固定し、MOD 剤を希
釈割合（NiO-MOD:酢酸 n ブチル）を 1:1 から
1:800まで変化させて、GaN表面に塗布した。
最後に、アニール温度を４００~８００度の
間で変化させ、酸素雰囲気中で 15 分間アニ
ール処理を行った。 

 
(4) 酸化銅の電気化学堆積 

GaN の禁制帯幅は 3.4eV と広く可視光を
透過してしまう。可視光吸収光触媒の実現の
ため、可視光吸収層として禁制帯幅 2.1eV を
持つ Cu2O 膜の電気化学堆積を試みた。電解
液には、硫化銅と乳酸の混合溶液を用い、電
解液中で陰極パルス電圧を n-GaN 試料に印
加した。電解液の pH、浴温等を変えながら
条件を最適化した。 
 
(5) 評価方法 

GaN 多孔質構造および NiO 担持表面の形
状評価には走査型電子顕微鏡（SEM）を用い、
組成分析には、マイクロ−オージェ電子分光
法（µ-AES）を用いた。また、GaN 多孔質電
極の基礎的な光電気化学特性は、多孔質構造
形成に使用した電気化学セルを使用した。
GaN 電極の光触媒特性は、H 型電気化学セル
を用い、対向電極には Pt、標準電極には
Ag/AgCl 電極を用いた。電気化学測定用の電
解液として、1M NaOH 水溶液またはリン酸
緩衝液（PBS）を使用した。光触媒実験用の
光源にはソーラーシミュレータを用い、
AM1.5 基準太陽光を、強度 1SUN もしくは
2SUN に設定し照射した。 
 
４．研究成果 
(1) 光照射法による GaN 多孔質構造の形成 

前面光照射（FSI）モードおよび後面光照
射（BSI）モードを用い、プロセス時間 10 分、
30 分で形成した GaN 多孔質構造の上面と断
面の SEM 像を、図２に比較して示す。それ
ぞれ、反応電流値が同じになるように印加電
圧と光照射強度を調整した。同印加電圧にお



いて、暗中では反応電流は流れず孔の形成は
見られなかった。FSI モードでは、図１(a)、
（b）が示すように、形成時間の増加ととも
に孔径は増大するものの、孔の深さはほとん
ど変化しなかった。一方、BSI モードでは、
図１(c)、（d）が示すように、形成時間が増加
しても孔径はほとんど変化せず、孔の深さが
増大した。図２に、孔の深さ（Dp）と通過電
荷量（Q）の関係を示す。FSI モードでは、お
よそ Q=400 mC/cm2（プロセス時間 20 分）ま
で Q の増加とともに Dpは線型的に増大した
が、その後は急激に減少した。一方、BSI モ
ードでは、Q=1000 mC/cm2 を超えても Dpは減
少することなく線型的に増大し続けた。 

これらの結果は、FSI モードと BSI モード
とで正孔の供給され方が異なることに起因
する。FSI モードでは、光照射により生成さ
れる正孔は試料表面から供給されるため、孔
の形成とともに上部の孔壁のエッチングが
同時に進行する。図１(b)の SEM 像からも推
察されるように、今回の実験では、Q=400 
mC/cm2となった時に上部の孔壁が崩壊し、孔
の深さが急激に減少したものと考えられる。

一方、BSI モードでは、基板後面から光照射
されるため、孔の先端に優先的に成功が生成
する。このため、基板表面のエッチングが進
行することなく、孔は深さ方向に成長したと
考えられる。 
 
(2) NiO 助触媒による GaN 表面の機能化 

MOD 剤の希釈割合を変えて、スピンコー
トにより GaN 表面上へ担持される NiO 粒子
の表面被覆率を調査した。スピンコートした
GaN 表面を SEM で観察した結果、希釈割合
が 1:1 では基板表面一様に膜状の堆積物が確
認されたのに対し、1:200 では微粒子が島状
に凝集する様子が確認された。また、1:800
から 1:100 まで希釈率を連続的に変えてスピ
ンコートしたところ、いずれの表面にも微粒
子の形成が確認され、その表面被覆率は、希
釈率が増加するにつれ低下することがわか
った。次に、µ-AES により MOD 剤塗布表面
の化学分析をを行った。SEM 像と同じ観察領
域で測定した、Ni、O、Ga 元素の空間マッピ
ング像を図３に示す。微粒子が凝集している
部分（SEM 像で黒く見えてる部分）において、
Ni と O のピークが強く観測された。このこ
とから、MOD 法により GaN 上に NiO が担持
されていることが確認できた。 

次に、NiO-MOD 剤塗布後のアニール温度
を変えて、表面元素の成分変化を µ-AES を用
いて評価した。点分析による AES 分析の結果、
アニール温度の上昇とともに、Ni と C の強度
比が増大することがわかった。この結果は、
より高温のアニールによって MOD 劑中の有
機溶媒が脱離し、担持された微粒子中の NiO
純度が高まったことを示している。 

GaN 表面に NiO-MOD 剤を塗布後５００−
８００度でアニール処理を行い、その光電流
−電圧特性を比較した。アニール温度５００、
６００、７００度では、無バイアス（０V）

 
図２ 多孔質構造の深さと通過電荷量の
関係 

 

図３ NiO-MOD 剤塗布後の GaN 表面：
SEM 像と µ-AES による元素マッピング像 

 

図１ FSI モードで陽極電圧１V、光照射
強度５mW/cm2 で形成した多孔質構造表面
および断面の SEM 像：(a)10min、(b)30min， 
BSI モードで陽極電圧 5V、光照射強度
65mW/cm2 で形成した多孔質構造表面およ
び断面の SEM 像：(a)10min、(b)30min 



時の光電流値に大きな変化は見られなかっ
たが、電流の立ち上がりは正側にシフトした。
これは、NiO と GaN のヘテロ構造が形成され、
電解液界面の電位障壁が実効的に減少した
ためであると考えられる。しかしながら、８
００度でアニールした試料では、電流値が大
きく減少した。この時の GaN 表面を µ-AES
を使って確認したところ、酸素組成が大幅に
増加していることがわかった。これらの結果
から、MOD 法による NiO 微粒子担持に適し
たアニール温度は、７００度前後であること
がわかった。 
 
(3) NiO 担持多孔質 GaN 電極の光触媒特性 

GaN 電極を使った水の光分解時に観測さ
れる光電流特性を評価した。bare-GaN 電極で
は、時間の経過とともに光電流が一度増大し、
その後減少した。一方、NiO 担持 GaN 電極で
は、電流値はほぼ一定の値を保ち、結果とし
て、３時間を経過した時点で bare-GaN 電極の
電流を上回った。また、実験後、SEM により
電極表面を観察したところ、bare-GaN 電極で
は約 3µm 深さまで腐食によるエッチングが
進行していたのに対し、NiO 担持 GaN 電極で
は腐食が抑制されていることがわかった。こ
れらの結果は、NiO 助触媒を担持することに
より水の光分解における GaN 電極の安定性
が向上したことを示している。 

さらに、NiO 助触媒を多孔質 GaN 電極に
適用し、bare-GaN 電極、多孔質 GaN 電極、
NiO 担持多孔質 GaN 電極の光触媒特性を比
較して評価した。光電流の径時変化特性では、
３種類の電極のうち NiO 担持多孔質 GaN 電
極がもっとも安定な特性を示した。次に、陽
極に用いた３つの GaN 電極に対して、陰極と
なる Pt 対向電極で収集された水素発生量を
比較した。図４に、ガスクロマトグラフィー
測定により得られた水素ガススペクトルを
示す。NiO 担持多孔質 GaN 電極がもっともピ
ーク強度が高く、単位電極面積あたりの発生
ガス体積に換算すると、多孔質 GaN 電極と比

べて約３０％、bare-GaN 電極に対して５〜
６％増加していることがわかった。 
 

(4) ２段階エッチングによる GaN 多孔質構造

の形状制御と光電気化学特性 

２段階エッチング法により、GaN 多孔質
構造の形状制御性をさらに高めることに成
功した。この手法は、すべて暗中において行
われる。はじめに、電解液中の GaN 作用電極
に 15V の高電圧を数秒間印加し、初期表面に
エッチピットを形成した。その後、10V の形
成電圧を数１０〜４０分間印加した。２段階
エッチングにより形成される多孔質構造の
孔の深さと形成時間との関係を、図５(a)に示
す。孔の深さは時間で線型的に制御可能であ
り、FSI モードで得られる孔の深さと比較し
て格段に増大している。表面付近の構造崩壊
を抑制するとともに、電界方向に強く従い直
線的な孔が形成されたことを示している。 

さらに、２段階エッチング法により形成さ
れた GaN 多孔質構造を、熱した TMAH 溶液
に６０分間浸した。TMAH 処理により孔壁が

 
図４ ガスクロマトグラフィ測定で得ら
れた水素ガススペクトル 

 
図５ 暗中形成法による GaN 多孔質構造
の形状制御性：(a) 形成時間による孔深さ
の制御、(b) TMAH 処理時間による孔径の
制御 



化学エッチングされ、安定な結晶面である等
価な６つの{1-100}面（m 面）が現れた。また、
孔壁のエッチングにより、孔径は拡大した。
TMAH 処理時間と孔径の関係を、図５(b)に示
す。こちらも、処理時間により孔径を線型的
に制御可能であり、そのレートは、0.27nm/min
と非常に遅いことが明らかとなった。以上よ
り、GaN 多孔質構造の孔の深さは形成時間で、
また、孔径は TMAH 処理時間で精密に制御可
能であることがわかった。 

無加工 GaN 基板と TMAH 処理を施した
GaN 多孔質構造の光反射率特性を比較した。
全測定領域（300-800nm）において、多孔質
化および TMAH 処理時間の増加とともに、表
面反射率が減少した。また、多孔質構造では、
GaN のバンド端吸収波長より長波長側で、周
期的な振動スペクトルが得られた。また、そ
の振動周期とピーク位置は、TMAH 処理時間
により変化した。多孔質構造の屈折率を、２
つの計算モデル（①多孔質層の有効媒質近似、
②多孔質層と下地の GaN 層の干渉効果）より
見積もったところ、両者の値はよく一致した。
多孔質層の屈折率は、多表面の孔質化と孔径
の拡大により GaN バルクと比べて減少し、表
面光反射率が減少することが明らかとなっ
た。 

電解液中で測定した GaN 電極の光電流−
電圧特性を、３種類の試料（planar-GaN、多
孔質 GaN、多孔質 GaN+TMAH 処理）につい
て比較した。暗中では陽極電流は観測されず、
３つの特性に違いは見られなかった。一方、
光照射時の光電流値には大きな差異が見ら
れ、多孔質 GaN+TMAH 処理試料で最も大き
な値が観測された。図６に、入射光波長と入
射 光 子 電 流 変 換 効 率 (incident-photon-to- 
current conversion efficiency : IPCE)を比較し
て示す。planar-GaN 試料と比較して、多孔質
GaN+TMAH 処理試料の IPCE は、350-370nm
の波長帯でおおよそ３０％向上しているこ
とがわかった。これらの特性向上は、多孔質
化による表面積増大効果と、その開口率の増

加に伴う屈折率の低下（表面光反射率の低
下）によって定性的に説明可能である。 
 
(5) Cu2O の電気化学堆積と可視光吸収特性 

GaN上へCu2O膜の電気化学堆積を試みた。
浴温２５度の電解液中で、n-GaN 試料に陰極
直流電圧を印加すると、初期表面に直径数
10nm の微粒子が堆積した。浴温を７５度と
し、陰極パルス電圧を印加したところ、生成
した微粒子による表面被覆率は大幅に改善
され、緻密な膜の形成が確認できた。AES 微
分スペクトルからは、参照用 GaN 表面には見
られなかった、Cu のピークが検出され、N の
ピークは消失した。また、X 線回折法（XRD）
による分析から、Cu2O(112)および(220)回折
ピークが検出され、本手法により、Cu2O 膜
が高い表面被覆率をもって形成されること
が分かった。 

作製したCu2O薄膜の反射率と透過率およ
び Tauc プロットを、図 7 に示す。得られた光
学バンドギャップは 2.28eV であり、可視光吸
収層として適した特性を示した。 

Cu2O 膜を形成した n-GaN 電極の光電気化
学特性を評価した。図 8 に、無バイアスで測
定した Cu2O/GaN 電極の IPCE 特性を示す。
GaN 単層では吸収し得ない可視光領域
（400-600nm）で光電流を観測した。効率改

 

図６ 暗中形成 GaN 多孔質構造の光電変
換特性 

 

 

図７ 堆積Cu2O膜の分光特性とTaucプロ
ット 

 

図８ Cu2O/GaN 電極の IPCE 特性 

 



善の余地はあるものの、可視光吸収層と GaN
のヘテロ構造は、可視光吸収光触媒を実現す
る候補として有望であることを示した。 
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