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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの材料層の少なくとも１つの材料層の処理されるべき表面にイオンクラスタを打ち
込む表面状態調整処理を行う工程と、
　前記２つの材料層の表面を可逆接着して分離可能基板を形成する工程と、
　処理されるべき前記表面の粗さの調整のために前記クラスタ内のイオンの数を制御して
、処理されるべき前記表面の前記粗さを選択的に増加あるいは減少させる工程を備え、
　処理されるべき前記表面は、所望の区域において、前記イオンクラスタのビームを処理
されるべき前記区域に選択的に向けることによって、選択的および局所的に処理され、処
理されるべき前記表面上に、表面状態が選択的に調整されるようなパターンが形成される
ことを特徴とする、分離可能基板の製造方法。
【請求項２】
　打ち込まれるイオンは、処理されるべき前記表面に関して化学的に不活性である種を有
することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記表面状態が調整されるべき前記材料層はシリコンまたは炭化珪素から成り、前記打
ち込まれるイオンはアルゴンまたは窒素イオンであることを特徴とする、請求項２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記イオンは、処理されるべき前記表面の材料と化学的に反応することができるイオン
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を有することを特徴とする、請求項１乃至３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記打ち込み工程は、前記イオンを含むプラズマから実行されることを特徴とする、請
求項４に記載の方法。
【請求項６】
　処理されるべき前記表面の前記材料および前記プラズマを形成する元素は、（Ｓｉ，Ｓ
Ｆ６）、（ＳｉＣ，ＳＦ６／Ｏ２）、（ＳｉＯ２，ＳＦ６／Ｏ２）、（ＳｉＯ２，ＣＨＦ

３／ＳＦ６）、（Ｓｉ３Ｎ４，ＣＨＦ３／Ｏ２／ＳＦ６）の対のいずれかを形成すること
を特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記イオンの数を制御する工程は、処理されるべき前記表面を平滑化して、処理される
べき前記表面の粗さを分子付着による接着を可能にする値にするために実行されることを
特徴とする、請求項１乃至６いずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記イオンの数を制御する工程は、イオン供給源の圧力を制御して前記イオンクラスタ
の発生を可能にすることよって達成されることを特徴とする、請求項１乃至７いずれかに
記載の方法。
【請求項９】
　前記イオンに印加される打ち込み電圧を制御する工程をさらに備えることを特徴とする
、請求項１乃至８いずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　打ち込まれるべき前記イオンと、前記イオンの単量体種とを有し、焦点合わせをされた
ビームが発生され、前記イオンクラスタを有する前記ビームの一部が前記層に向けられて
いることを特徴とする、請求項１乃至９いずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記イオンクラスタのビームが前記層上へ衝撃を与える場所が制御されることを特徴と
する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記層の前記表面上に適当な空間的パターンが形成され、前記パターンの粗さは前記層
の前記表面のその他の部分の粗さと比べて調整されていることを特徴とする、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　可変的な粗さのパターンが前記層の前記表面に形成されることを特徴とする、請求項１
２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的な材料処理に関し、特に電子工学、光学および光電子工学の基板の材料
処理に関する。
【０００２】
　より正確には、本発明は分離可能基板の製造方法に関し、この方法は、２つの材料層の
うち少なくとも１つの表面状態調整処理を行い、さらに２つの層の表面を可逆接着するこ
とにより、分離可能基板を構成するものである。
【背景技術】
【０００３】
　上述したタイプの方法はすでに知られている。
【０００４】
　このような方法により、例えばシリコンのような半導体材料の２つの材料層からいわゆ
る「分離可能」基板を形成することを可能にする。
【０００５】
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　「分離可能」基板とは、互いに接着された２つの層を有し、この接着は可逆的であって
接着境界面に沿って２つの層を分離することが可能である、基板を意味する。
【０００６】
　このように、分離可能基板は接着境界面を介して一体化している２つの層を有し、２つ
の層の粘着エネルギーは制御されるが、
　－たとえ、この基板が熱および／または機械的処理（例えば高温アニーリングなどの熱
処理や、基板表面のオーバーホールのような機械的処理）をされたとしても、分離可能基
板を形成する２つの層の良好な粘着力を保証できるほど十分に大きく、
　－分離可能基板を形成する２つの層の間に脆化ゾーンを与えるに十分なほど小さく、よ
ってこれら２つの層は必要に応じて（例えば基板が上述の処理をされた後）分離すること
ができる。通常、分離可能基板の２つの層は機械的作用、例えば刃物のような物体から衝
撃を受けることによって分離される。
【０００７】
　本発明の場合のような非常に薄い層の処理の中での「接着」とは、２つの層を密接に接
触させ、２つの層の接着された表面間に分子付着による結合を発生させることをさすもの
である。
【０００８】
　これらの結合は通常は水素結合であり、水素結合は接着されるべき等の前処理により、
促進される。
【０００９】
　この前処理は接着の前に行われるが、例えば層を少なくともアルカリ性溶液と、酸性溶
液とに順次浸す、洗浄段階を含む。アルカリ性溶液の段階の目的は、層の表面上にＯＨ型
の結合を発生させることにより層の親水性を増すことである。次の酸性溶液の段階は、こ
れまでの層の処理（特にアルカリ性溶液の段階）の間にもたらされた不純成分（特に金属
）を層の表面から取り除くために行う。
【００１０】
　前処理はさらに、例えばプラズマに層をさらす工程や、この意味で知られている他の技
術を用いることを含む。
【００１１】
　さらに、接着されるべき層の表面状態は、電子工学、光学または光電子工学用の基板を
製造するのに材料層が用いられる場合、非常に厳しい基準によって決定される。
【００１２】
　故に、粗さの基準値がｒｍｓ値（実効値）で数オングストローム以下でなくてはならな
いというのが一般的である。
【００１３】
　粗さは通常、ＡＦＭ（原子間力顕微鏡）を用いて測定される。
【００１４】
　このタイプの装置では、表面の粗さは１ｘ１μｍ２から１０ｘ１０μｍ２、まれには５
０ｘ５０μｍ２、さらにまれには１００ｘ１００μｍ２の範囲でＡＦＭの先端によって走
査され測定される。
【００１５】
　通常、非常に滑らかである、これらの層の表面状態のために、層の接着は２つの層の表
面を単純に接触状態にするだけで成される。接触状態は、２つの層からなる構造物に圧力
を加えることで補完されてもよい。
【００１６】
　分離可能基板という特定の場合に話を戻すと、接着されるべき２つの層の少なくとも１
つの表面に表面状態調整処理を施すことでこのような基板を製造できることが知られてい
る。
【００１７】
　この観点から、目的となるのは、分離可能基板を構成するという特定のアプリケーショ
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ンに関して必要な特性のある表面条件を得るために、接着されるべき２つの面の少なくと
も１つの表面条件を調整することである。
【００１８】
　これに関連して、表面状態の「調整」は必ずしも、表面の粗さをできるだけなくすこと
を単純に試みるということではない。
【００１９】
　実際、調整は、表面の状態、特に粗さを所定の値にする（ｒｍｓが５オングストローム
程度）ということである。
【００２０】
　故に、表面状態の調整とは、粗さを少なくしようと試みること、あるいは逆に、増そう
と試みることである。
【００２１】
　本明細書の中で「接着」という語が分離可能基板を構成する目的で２つの層を接触させ
ることを表すために用いられるとき、この「接着」は可能な限り最も強い結合を意味する
と解釈されてはならない（これは、単に表面の粗さを可能な限り低くすることによって達
成することが可能である）。
【００２２】
　実際、本発明においては、「接着」は可逆的でなければならない。
【００２３】
　そして、この可逆接着の観点から、単純なシステム的な粗さの減少や最小化ではなく、
事実上の表面状態の調整が求められることが理解されなければならない。
【００２４】
　表面の粗さを「低減する」調整のみが要求されている場合、処理されるべき表面にいわ
ゆる「ウエット」エッチングを施し、つまり表面を腐食させることができる液体に接触さ
せることにより、粗さの調整を行う、公知の処理方法がある。
【００２５】
　例えば、処理されるべき表面は酸化物でよく、液体はフッ化水素酸でよい。
【００２６】
　表面の酸化物は、特に二酸化珪素であってもよい。本発明の、好適であるが限定的では
ない適用例として、シリコンのような半導体材料の層から成る基板を処理することがあげ
られる。
【００２７】
　表面を液体に腐食させることにより、表面の状態を所望の状態に修正することが可能に
なる。この例では、粗さを所望のレベルまで増して、表面の状態を他の層と接着できるよ
うにするが、後から機械的作用によってこの接着を取り消すことを可能にできる。
【００２８】
　所望の粗さ（通常、分離可能基板を形成するためのｒｍｓ約５オングストロームの粗さ
）は特に処理されるべき表面が液体にさらされる時間の長さを制御することによって達成
される。
【００２９】
　このように、分離可能基板を形成するための公知の技術によって、少なくとも一つの層
の表面を液体で腐食して、表面の粗さを増すことができる。
【００３０】
　これらの公知の技術に関して、分離可能基板を形成する際に不都合な点は、処理される
べき基板の、液体に腐食されてはいけない部分が液体にさらされてしまうことがあるとい
うことである。
【００３１】
　結果として、片側だけが処理されるべき層の場合、反対側までもが液体にかなり腐食さ
れるということが起こりうる。
【００３２】
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　確かに、ウエットエッチングの間、層の特定の部分を保護する付加手段を考えることも
可能である。
【００３３】
　これらの部分を保護部材、例えばワニスで覆うことが可能である。
【００３４】
　しかし、これにより特別で複雑な装置を用いることが必要になる。
【００３５】
　さらに、このような手段は必ずしも、液体が特定の部分（特に層の横方向の部分）を腐
食するのをシステム的に防ぐことができない。
【００３６】
　さらに、この様な手段を講じることにより、層への付加的な処理が必要となり、故にこ
れらの層に損傷を与える、付加的な危険が生じる（特に上述のような薄い層の場合は非常
に壊れやすい）。
【００３７】
　さらに、目的が、ウエットエッチングの公知の技術によって、粗さが調整されるべき側
の層の領域の空間的分布を制御することにある場合、この側の所望の領域のみのエッチン
グを行うために比較的難しく複雑な手段およびプロトコルを考えることが必要になる。
【００３８】
　この場合、いくつかの領域がエッチングされるべき側の層を、空間的なパターンを形成
して層のエッチングされるべき領域のみを空けておく（ポジティブマスク）、あるいはエ
ッチングから保護されるべき領域のみを空けておく（ネガティブマスク）、マスクで覆う
必要がある。
【００３９】
　エッチングされる層およびそのマスクから成る構造体がウエットエッチングにさらされ
る。そして、次にマスクを除去する必要がある。これは、化学製品によって、および／ま
たはプラズマにさらすことによって達成される。
【００４０】
　このような、マスクを除去する手段は層の表面に傷をつけたり、および／または表面上
に不純物を残したりしがちである。
【００４１】
　このような不純物は特に、マスクを構成した樹脂から発生された炭化水素であり、この
炭化水素は、分子付着による層の接着の障害となり、よってこのような層から分離可能基
板を製造することを難しくする。
【００４２】
　よって、分離可能基板を形成する公知の方法は、特に可逆的なやり方で接着されること
が要求される層の表面の粗さを少なくしていくときには、限界があると思われる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４３】
　本発明の目的は、これらの限界をなくすことである。
【００４４】
　本発明の他の目的は、分離可能基板を形成するために組み立てられるべき層の表面状態
（特に粗さ）の正確な制御をすることである。
【００４５】
　特に、この表面状態は細かく調整でき、層の表面の粗さの増減を選択的に行うことがで
きることが望ましい。
【００４６】
　本発明のさらに他の目的は、所定の空間的パターンに基づいて、上述の不都合を起こす
ことなく半導体材料の層の表面を局所的に調整できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
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【００４７】
　これらの目的を達成するために、本発明は、２つの材料層の少なくとも１つの表面状態
調整処理を行う工程と、２つの材料層の表面を可逆接着して分離可能基板を形成する工程
と、を備え、前記表面状態調整処理工程は、処理されるべき前記表面に少なくとも１つの
定義された種のイオンクラスタを打ち込む工程を有することを特徴とする、分離可能基板
の製造方法を提案する。
【００４８】
　以下は、本発明による方法の、好適であるが限定的ではない態様を示す。
　－打ち込まれるイオンは、処理されるべき表面に関して化学的に不活性である種（ｓｐ
ｅｃｉｅｓ）を有する。
　－表面状態が調整されるべき材料層はシリコンまたは炭化珪素から成り、打ち込まれる
イオンはアルゴンまたは窒素イオンである。
　－イオンは、処理されるべき表面の材料と化学的に反応することができるイオンを有す
る。
　－打ち込み工程は、イオンを含むプラズマから実行される。
　－処理されるべき表面の材料およびプラズマを形成する元素は、（Ｓｉ，ＳＦ６）、（
ＳｉＣ，ＳＦ６／Ｏ２）、（ＳｉＯ２，ＳＦ６／Ｏ２）、（ＳｉＯ２，ＣＨＦ３／ＳＦ６

）、（Ｓｉ３Ｎ４，ＣＨＦ３／Ｏ２／ＳＦ６）の対のいずれかを形成する。
　－粗さを増すことあるいは減少することを目的として、処理されるべき表面の粗さの調
整のためにクラスタ内のイオンの数を制御する工程を備える。
　－制御する工程は、表面を平滑化して、表面の粗さを分子付着による接着を可能にする
値にするために実行される。
　－表面は、リサイクルされるスマートカット（ＳＭＡＲＴＣＵＴ）タイプのプロセスの
負の表面である。
　－イオンの数を制御する工程は、イオン供給源の圧力を制御してイオンクラスタの発生
を可能にすることよって達成される。
　－イオンに印加される打ち込み電圧を制御する工程をさらに備える。
　－処理されるべき表面は、所望の区域において、イオンクラスタのビームを処理される
べき区域に選択的に向けることによって、選択的および局所的に処理され、表面上に表面
状態が所望のやり方で選択的に調整されるようなパターンが形成される。
　－打ち込まれるべきイオンと、イオンの単量体種とを有し、焦点合わせをされたビーム
が発生され、イオンクラスタを有するビームの一部が層に向けられている。
　－イオンクラスタのビームが層上へ衝撃を与える場所は制御される。
　－層の表面上に適当な空間的パターンが形成され、パターンの粗さは層の表面のその他
の部分の粗さと比べて調整されている。
　－可変的な粗さのパターンが前記層の前記表面に形成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
　本発明の、他の態様、目的および効果は、添付の図面を参照し、本発明の実施の形態を
考慮しながら以下の記載を読むことにより、さらに明白になる。
【００５０】
　図１は、イオンクラスタのビーム３０を用いて材料層２０に衝撃を与えることを可能に
する装置１０を概略的に示す。
【００５１】
　ここで「イオン」という語は、「純粋な」イオンを意味するとともに、いくつかのイオ
ンから発生され、帯電した種をも意味するものとする。
【００５２】
　一般的に、以下に述べる「クラスタ」は全体的にイオン化されている、つまり０以外の
電荷を持っている。しかし、一般的に、これらのクラスタはさらに分子など他の種を含む
。
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【００５３】
　層２０は半導体材料から成る。以下に説明されるように、半導体材料はシリコン、炭化
珪素、あるいは他の半導体材料（例えばＳｉＯ２またはＳｉ３Ｎ４）であってもよい。
【００５４】
　装置１０は、加圧ガス供給源１０１を有し、これは内部にあるプラズマからガスイオン
クラスタの平行ビームを発生することができる。
【００５５】
　プラズマの特性を制御することにより、イオンクラスタの構成を定めることができる。
より正確には、供給源１０１のプラズマの圧力を制御することにより、以下に図３を参照
して詳しく述べられるようにクラスタ内に存在するイオンの平均の数を制御することが可
能になる。
【００５６】
　そして、加速電圧を制御することにより、これらのクラスタのスピードを制御すること
が可能になる。
【００５７】
　用いられるガスは、例えばアルゴンや窒素である。
【００５８】
　層２０は、分離可能基板を構成するために他の層（その表面の状態もまた調整されてい
てもよい）と接着によって組み立てられるように、制御されたやり方で表面の状態を調整
される層である。
【００５９】
　本発明の第１の変形例によれば、上述したようなイオンクラスタは層２０の表面に発射
されるが、この打ち込みは化学的な反応を伴わない。
【００６０】
　この場合、打ち込みは純粋に「弾動的」であるとされ、打ち込まれたクラスタは層２０
の材料に対し、化学的に不活性である。
【００６１】
　この場合、打ち込まれたクラスタは通常アルゴンまたは窒素から成る。
【００６２】
　本発明の他の変形例によれば、層２０の材料と化学的に反応することができる種のイオ
ンクラスタを打ち込むことも可能である。
【００６３】
　この場合、打ち込みは反応的であるとされる。
【００６４】
　そして、打ち込まれたイオンは特に、酸素または酸素化合物であってよい。
【００６５】
　反応的打ち込みを含むこの場合において、イオンビームが通過する必要がある、層２０
のすぐ上流側の領域にある区間にエッチングプラズマ（供給源１０１のプラズマとは異な
るもの）を配置してもよい。
【００６６】
　この、エッチングプラズマを有する本発明の特定の実施形態では、層２０の表面の材料
と、プラズマを形成する元素との対は、以下のもののうちの一つである：（Ｓｉ，ＳＦ６

）、（ＳｉＣ，ＳＦ６／Ｏ２）、（ＳｉＯ２，ＳＦ６／Ｏ２）、（ＳｉＯ２，ＣＨＦ３／
ＳＦ６）、（Ｓｉ３Ｎ４，ＣＨＦ３／Ｏ２／ＳＦ６）。
【００６７】
　この場合、供給源１０１によって発生されたイオンクラスタはエッチングプラズマと化
学的に反応する。
【００６８】
　そして、エッチングプラズマを通過した種が層と反応するだけでなく、エッチングプラ
ズマそのものもまた層の表面と化学的に反応できる。
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【００６９】
　装置１０の記載に戻ると、このように供給源１０１によって発生されたイオンビームは
加速室１０２を通過し、これにより、所望の値を与えることが可能な加速電圧のおかげで
、供給源１０１から発生したイオンクラスタのビームを所望のやり方で加速することがで
きる。
【００７０】
　本明細書中では、供給源１０１の「加速電圧」とは、実際には加速室１０２の加速電圧
である。
【００７１】
　このビームは次に、所望の特性を有する電磁界を印加することによってビームの磁界の
特性（平行化、焦点合わせ・・・）を調整することを可能にする、ビーム発生電磁構造体
１０３を通過する。
【００７２】
　次にビームは、イオンビームの帯電種を選択的にそらすための、制御された特性を有す
る磁界を発生することを可能にする磁性環状構造体１０４を通過する。
【００７３】
　加速室１０２および電磁構造体１０３から発生されるビームは、衝撃種のイオンクラス
タを有するが、電気的に中性の分子をも有する（特に衝撃種の単量体）。
【００７４】
　図１の概略図では、異なる元素のビームの軌道は厳密に直線的に表されている。
【００７５】
　実際は、これらの軌道は直線的ではなく、軌道の曲率半径はビームのイオンの質量およ
び元素の違いに依存する。
【００７６】
　磁性環状構造体１０４によって発生された磁界の特性を正確に制御することによって、
所望のイオンクラスタのみをスクリーン１０６の開口部に選択的に向け、ビームの他の構
成成分はスクリーン１０６に阻まれてこの開口部を通らないようにすることが可能である
。
【００７７】
　構造体１０３および構造体１０４は、一つの同じものであってもよい。
【００７８】
　さらに、電気的中和構造体１０５が備えられる。
【００７９】
　上述のように、開口部１０６０を有するスクリーン１０６は、所望のクラスタを有する
ビームの一部のみが通過し、所望のクラスタが開口部１０６０の後ろに配置されている層
２０に衝撃を与えるように配置される。
【００８０】
　スクリーン１０６および開口部１０６０は、装置の固定部を構成する。
【００８１】
　層２０に衝撃を与えるためにこの開口部を通過するビームの一部は手段１０３を通過し
て焦点合わせをされたビームである。
【００８２】
　故に、層２０はイオンクラスタのビームの衝撃を極めて小さな面積の基本表面のみで受
けとめる（開口部１０６０を通過するビームの断面は、約１または数ミリメートルの幅で
ある）。
【００８３】
　層２０は、可動支持部１０７に取り付けられる。ビームに垂直な面内における可動支持
部１０７の移動は制御される。
【００８４】
　このように、手段１０７を用いて、所望の軌道に従って層２０を移動させることにより
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、層２０の表面のイオンクラスタのエッチングパターンを、極めて正確に定めることが可
能であり、層２０上でのイオンクラスタの衝撃位置は特別なパターンをたどる。この特徴
は、後ほどさらに考察される。
【００８５】
　遮蔽室１０８は層２０および移動手段１０７の後ろに位置し、層２０上のビームの衝撃
区域に面している。
【００８６】
　この遮蔽室１０８は層２０によって受けられる種の量を決定する手段１０９に接続され
ている。
【００８７】
　このように、所望の特性のイオンクラスタを層２０に打ち込むことにより、分離可能基
板を構成する層の表面の粗さの調整が可能になる。
【００８８】
　ウエットエッチングによって表面状態を修正する公知の技術との比較では、イオンクラ
スタの打ち込みは本明細書の冒頭に記載した不都合は与えない、ということが注目できる
。
【００８９】
　特に、層の表面の粗さを修正するのにここで用いられる技術は「ドライ」エッチング技
術に属し、「ウエット」ではないので、「漏れ」や汚染の心配をすることがない。層２０
は液体と接触することがないからである。
【００９０】
　さらに、本発明によるイオンクラスタを用いた衝撃法の技術では、上述の通り、層２０
上のイオンクラスタの衝撃区域を非常に正確に制御することが可能である。
【００９１】
　層が移動されない場合でもこれは当てはまる。上述の通り、層に衝撃を与えるビームの
断面の大きさが極めて小さいためである。
【００９２】
　そして、単にイオンを用いてではなく、イオンのクラスタを用いてこの打ち込みを実行
するという事実により、層２０の表面の粗さの調整に、大きな自由度が得られる。
【００９３】
　より正確には、層２０の粗さを選択的に減じたり増したりすることが可能である。
【００９４】
　イオンクラスタの衝撃の特性に従い、粗さを増したり減じたりすることが可能なことが
観察されている。
【００９５】
　より正確には、図２ａは実質的に直線的ないくつかの曲線Ｃ１乃至Ｃ５を概略的に示す
が、これは層２０の表面の粗さＲの変化に対する、加速室１０２内のビームに印加される
電圧Ｖの変化を表すものである。
【００９６】
　図２ａの各曲線は、イオンクラスタが個別の数のイオンを主に含む時の打ち込み条件に
関する。
【００９７】
　打ち込みパラメータを制御することにより、層２０に打ち込まれたクラスタ内にあるイ
オンの数を決定することが可能である。
【００９８】
　クラスタ内にあるイオンの数を制御する主パラメータは、イオン供給源１０１内の圧力
である。
【００９９】
　このように、供給源１０１の圧力を制御することにより、クラスタ内のイオンの数もま
た制御される。
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【０１００】
　これは、図３のヒストグラムに表されている。
【０１０１】
　この図は、曲線Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４を表している。
【０１０２】
　各曲線は供給源の所定の圧力に対するイオンクラスタのサイズ配分を表す。
【０１０３】
　クラスタのサイズは１クラスタあたりの原子の数で表されている（上部横軸）が、クラ
スタあたり０から３０００原子とばらつきがある。
【０１０４】
　低い曲線Ａ１は圧力が７６０Ｔｏｒｒの時のものであり、曲線Ａ２は圧力が２，３００
Ｔｏｒｒの時のものであり、曲線Ａ３は圧力が３，０００Ｔｏｒｒの時のものであり、曲
線Ａ４は圧力が３，８００Ｔｏｒｒの時のものである。
【０１０５】
　これらの曲線のピークは、当該圧力において最も多く見られるクラスタのサイズに関連
するが、圧力が増すにつれ、値が増していくことが観察されている。
【０１０６】
　各クラスタ内にあるイオンの数はクラスタあたりのイオンの平均数となり、Ｎで示され
る。
【０１０７】
　故に、イオン供給源の圧力を制御することにより、この値Ｎを制御することが可能であ
る。
【０１０８】
　よって図２ａの各曲線は異なる値Ｎに対応する。値Ｎは、曲線をＣ１からＣ２、Ｃ３、
Ｃ４、Ｃ５へと変化させると増していく。
【０１０９】
　最も上の曲線Ｃ１は、個々のイオンによる打ち込み、つまりＮが１の条件に対応する。
【０１１０】
　これらの条件下では、ビームのイオンの加速電圧が増すと、それぞれが単一のイオンか
ら成る「クラスタ」の衝撃にさらされる層２０の表面の粗さが大幅に増すのが観察される
。
【０１１１】
　これらの打ち込み条件下では、層に打ち込まれた個々のイオンは、層の表面構造を大き
く傷つける。
【０１１２】
　第１の曲線のすぐ下にある曲線Ｃ２は、Ｎの値が１より大きいという打ち込み条件に対
応する。
【０１１３】
　この場合、加速電圧を同じだけ増しても、表面の粗さはたとえ増したとしてもそれほど
大きくないことが観察される。
【０１１４】
　次の曲線Ｃ３は電圧Ｖを同じだけ増しても粗さの増し方が小さいことを示している。
【０１１５】
　打ち込まれるクラスタがかなり大きな数のイオンを含む打ち込み条件に対応する曲線Ｃ
４は、加速電圧Ｖを増しても粗さが一定であることを示している。
【０１１６】
　実際、イオンクラスタが所定の閾値より大きな数Ｎのイオンを含むとき、変化曲線Ｒｆ
（Ｖ）の傾きはある条件の下ではゼロになる。この閾値は明らかに、打ち込み前の初期表
面状態に依存する。
【０１１７】
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　数値Ｎが増し続けるとき、層２０の表面の粗さは増すのではなく、この面を平滑化する
ことによってむしろ減少する。
【０１１８】
　このことは曲線Ｃ５によって表されている。
【０１１９】
　打ち込み条件を調整することにより、より正確にはクラスタ内に存在するイオンの数を
調整することにより、層２０の表面状態を所望のやり方で調整することができる。
【０１２０】
　この意味では、可逆接着が行われなければならない層のうち少なくとも１つの実表面状
態を調整するために、本発明は効果的に打ち込み条件を用いていることが理解される（こ
の調整は、粗さの増加あるいは減少に対応する）。
【０１２１】
　このような調整方法は完全に特別なものであり、特に、粗さをシステム的に減少させる
（そして一般的にできるだけ減少させる）ことのみを目的とした技術とは異なるものであ
る。
【０１２２】
　このような、調整を想定しない技術の例は、公報ＷＯ０１／６１７４３およびＵＳ２０
０２／１３９７７２に見られる。これらの公報は、表面の粗さを減少させたり、最小化さ
せたりすることのみを目的とする技術に関する情報を提供する。
【０１２３】
　本発明に戻ると、上述の粗さ調整は特に、層の表面の粗さの程度を多かれ少なかれ増し
たり、時には減少させたりすることによって得られる。減少させることは、層２０の表面
が、打ち込み開始時にかなり粗い場合に有効である。
【０１２４】
　故に、打ち込み条件を定める２つのパラメータがプロセスの進展に大きな影響を及ぼす
と思われる。イオンが発生されるときの圧力がクラスタ内に存在するイオンの数を制御可
能にし、加速電圧がクラスタのスピードを制御し、また図２ａおよび２ｂを参照して記載
したような影響を及ぼす。
【０１２５】
　この影響は、層２０の異なる領域がこれら領域の表面の粗さを所望のやり方で選択的に
調整できるようにするために、異なる数のイオンを含むクラスタによって衝撃を受けるよ
うに打ち込み手順をプログラムすることによって利用できる。
【０１２６】
　この目的のために、移動手段１０７がプログラムされて、所定の層への打ち込みの連続
した異なる段において、パラメータの変化に従って層２０を移動させ、Ｎの値を修正する
ことを可能にする。
【０１２７】
　次に、図２ｂは、平均数Ｎのイオンを含むイオンクラスタを用いた衝撃法にさらされる
層２０の表面の粗さＲの、加速電圧Ｖに対する変化を示す。Ｎは（ここでも図内の異なる
曲線に対応して）変化する。
【０１２８】
　この図は、図２ａの曲線Ｃ１乃至Ｃ５を含む。
【０１２９】
　しかし、図２ｂは、曲線Ｃ１乃至Ｃ５と同じ一般的論理で変化する（同じ初期層２０お
よび同じ衝撃用イオンに対して曲線Ｃ’１から曲線Ｃ’５にかけて数値Ｎが増加する）、
もう一つの曲線のセットＣ’１乃至Ｃ’５をも有する。
【０１３０】
　曲線Ｃ１乃至Ｃ５と異なり、曲線Ｃ’１乃至Ｃ’５では、数値Ｎの増加の結果、層２０
の表面の粗さが減少することにはならない。
【０１３１】
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　曲線Ｃ’５は数値Ｎが非常に大きい場合であり、Ｎが無限であるときと考えてもよい。
【０１３２】
　層２０の表面状態がすでに粗さが低い状態であるとき（曲線Ｃ’１乃至Ｃ’５）、Ｎを
増すことによってはこの層の表面を平滑化できないことがわかる。
【０１３３】
　故に、表面の粗さが比較的重要な層から始めるときには、粗さを選択的に増したり減じ
たりすることが可能である。
【０１３４】
　このことの興味深いアプリケーションがあるが、層２０として、表面状態が分子付着に
よる接着とは相性が悪い（粗さがｒｍｓ約５オングストロームより大きい）ウェハを用い
て、これらのウェハの特定の領域を処理して平滑化するとともに、その粗さを接着が可能
なようにするというものである。
【０１３５】
　特に、スマートカット（ＳＭＡＲＴＣＵＴ）タイプのプロセスから発生するネガティブ
部分を再利用することにより、これらをリサイクルすることを可能にする。
【０１３６】
　そしてこの場合、固有の表面状態が接着とは相性が悪い（ＳｉＣ、ＩＩＩ-Ｖ）ウェハ
から形成される層を用いることが可能である。このようなウェハを完全に研磨する代わり
に、かなり大きい数Ｎのイオンを含むクラスタを用いた衝撃法を行うことにより、ウェハ
の表面を平滑化することが可能になる。
【０１３７】
　さらに、この平滑化は、最終的な粗さという意味でも、接着を考慮した滑らかさに違い
のあるいくつかの領域を有する空間的パターンを形成するという意味でも、非常に正確に
制御することが可能である。
【０１３８】
　しかし、層２０の初期表面状態が所定の閾値Ｒ０より劣っている場合、（これは何より
も層および打ち込まれる種の材料の性質に依存する）、粗さを増すことができるのみであ
る。
【０１３９】
　実際、曲線Ｃ’１乃至Ｃ’５の初期点が閾値Ｒ０より小さい場合（図２ｂではこの閾値
のレベルに置かれている）、表面の打ち込みを進めても、この初期の低い粗さを維持する
ことさえできない。Ｎの値が非常に大きい打ち込みですら、粗さを増すことになる。
【０１４０】
　図４ａ乃至４ｃは、上述のイオンクラスタを用いた衝撃法にさらされ、表面の特定の領
域の粗さが選択的に修正された層２０を概略的に示す。
【０１４１】
　図４ａは表面上にリングが形成され、その部分は表面上の他の部分よりも粗さが低い層
を示し、このリングの部分は層２０を（例えば同じように平滑な）他の層と組み立てる時
には大きな機械的安定性を得られる。
【０１４２】
　移動手段１０７のプログラムにより、層の表面に他の所望のパターンを形成することが
できる。図４ｂおよび４ｃはそれぞれ、格子パターンおよび石畳パターンを有する層２０
を表し、これらの部分の粗さは層の表面における残りの部分の粗さよりも低い。
【０１４３】
　層２０の移動に伴って打ち込まれるクラスタ内のイオンの数Ｎを制御することにより、
層の表面の所望の異なる領域に選択的に配分された様々なレベルの粗さを有するパターン
を形成することが可能である。
【０１４４】
　そして、可変的な粗さを持つパターンを形成し、表面の粗さの配分が完全に制御された
分離可能基板を形成することが可能である。
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【０１４５】
　「可変的な粗さを持つパターン」とは、異なる区域が異なる粗さを有するパターンを意
味する。
【０１４６】
　本発明の実施により、分離可能基板が形成されるのに用いられる層が分子付着により他
の層（必要に応じて粗さが調整される）と可逆接着された後で表面の粗さのレベルおよび
分布を非常に細かく制御することが可能になる。
【０１４７】
　イオンクラスタを用いた打ち込みを進めても、層２０の表面が修正されるのみであり、
このような打ち込みによって基板が傷つけられることはない。この意味では、以下の記事
を参照できる。「ガスクラスタイオンビーム処理を用いた基板の平滑化」、アレン他、Ｊ
ｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、第３０巻、第７号、
２００１年。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】イオンクラスタを用いた衝撃法を可能にする装置の概略図。
【図２ａ】異なる打ち込み条件下でイオンクラスタを用いた衝撃法にさらされた表面の粗
さの変化を概略的に表す図。
【図２ｂ】異なる打ち込み条件下でイオンクラスタを用いた衝撃法にさらされた表面の粗
さの変化を概略的に表す図。
【図３】イオンの発生に関連し、圧力がクラスタ内に存在するイオンの数に与える影響を
表すヒストグラム（記事「ガスクラスタイオンビームによる材料処理」、Ｍａｔｅｒｉａ
ｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ、Ｒ３４、Ｎｏ．６、２４４ペー
ジ（２００１）による）
【図４ａ】表面が選択的および局所的に処理され、所望のパターンに従って表面状態が調
整される、本発明の方法の特定の実施状態を表す図。
【図４ｂ】表面が選択的および局所的に処理され、所望のパターンに従って表面状態が調
整される、本発明の方法の特定の実施状態を表す図。
【図４ｃ】表面が選択的および局所的に処理され、所望のパターンに従って表面状態が調
整される、本発明の方法の特定の実施状態を表す図。
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【図３】

【図４ａ】

【図４ｂ】 【図４ｃ】



(15) JP 4541150 B2 2010.9.8

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100096921
            弁理士　吉元　弘
(74)代理人  100103263
            弁理士　川崎　康
(72)発明者  オリビエ、ライサック
            フランス国グルノーブル、シュマン、デュ、シャピットル、７

    審査官  萩原　周治

(56)参考文献  国際公開第０１／０６１７４３（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第０１／００６５３８（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第０２／０８４７２１（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第０１／０１１６６７（ＷＯ，Ａ１）
              特開２００３－２４９４２６（ＪＰ，Ａ）
              Gui C, et al.，"The effect of surface roughness on direct wafer bonding"，JOURNAL OF A
              PPLIED PHYSICS ，１９９９年　５月１５日，Vol. 85, No. 10，pp. 7448-7454

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  21/26-21/268
              H01L  21/322-21/326
              H01L  21/02


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

