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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ）実質的にシリコンからなる単結晶基板ウェハ（１）を設ける工程と、
ｂ）単結晶第一酸化物層（３）を前記基板ウェハ（１）の少なくとも１つの表面上にエピ
タキシャル堆積させる工程とを含み、前記第一酸化物層（３）は、立方晶系Ｉａ－３結晶
構造と、（Ｍｅ１2Ｏ3）1-x（Ｍｅ２2Ｏ3）x（ここで、Ｍｅ１及びＭｅ２の各々は希土類
金属又は遷移金属であり、０≦ｘ≦１である）の組成と、前記基板ウェハの材料の格子定
数と０％～５％異なる格子定数とを有し、
ｃ）前記第一酸化物層（３）の表面上に単結晶第二酸化物層（４）をエピタキシャル堆積
させる工程を含み、前記第二酸化物層（４）は、立方晶系Ｉａ－３結晶構造と、（Ｍｅ３

2Ｏ3）1-ｙ（Ｍｅ４2Ｏ3）ｙ（ここで、Ｍｅ３及びＭｅ４の各々は希土類金属又は遷移金
属であり、０≦ｙ≦１である）の組成とを有し、ｙは、前記第一酸化物層（３）との境界
で値ｙ１で出発し、前記第二酸化物層（４）の厚さにわたって前記第二酸化物層（４）の
材料の格子定数の変化が達成されるように前記第二酸化物層（４）の厚さにわたって変化
し、前記第二酸化物層（４）の表面で値ｙ２で終わり、値ｙ１を、前記第二酸化物層（４
）の格子定数が、前記第一酸化物層（３）に対する前記第二酸化物層（４）の境界で、前
記第一酸化物層（３）の材料の格子定数と０％～２％異なるように選択し、
ｅ）得られた層状のウェハを酸素含有雰囲気下で１０-6ミリバール～１バールの部分圧で
２００～１０００℃の温度で１０～１００分間熱処理し、それによって、第一非晶質中間
層（２）を前記基板ウェハ（１）と前記第一酸化物層（３）との間の境界に形成させる工
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程とを、示される順序で含むことを特徴とする、半導体ウェハの製造法。
【請求項２】
ａ）実質的にシリコンからなり、Ｓｉ（１１１）の結晶格子配向を有する単結晶基板ウェ
ハ（１）を設ける工程と、
ｂ）単結晶第一酸化物層（３１）を前記基板ウェハ（１）の少なくとも１つの表面上にエ
ピタキシャル堆積させる工程であって、前記第一酸化物層（３１）は、六方晶系結晶構造
と、（Ｍｅ１2Ｏ3）1-x（Ｍｅ２2Ｏ3）x（ここで、Ｍｅ１及びＭｅ２の各々は希土類金属
又は遷移金属であり、０≦ｘ≦１である）の組成と、基板ウェハの材料の格子定数と０％
～５％異なる格子定数とを有する工程と、
ｃ）前記第一酸化物層（３１）の表面上に単結晶第二酸化物層（４）をエピタキシャル堆
積させる工程を含み、前記第二酸化物層（４）は、立方晶系Ｉａ－３結晶構造と、（Ｍｅ
３2Ｏ3）1-ｙ（Ｍｅ４2Ｏ3）ｙ（ここで、Ｍｅ３及びＭｅ４の各々は希土類金属又は遷移
金属であり、０≦ｙ≦１である）の組成とを有し、ｙは、前記第一酸化物層（３）との境
界で値ｙ１で出発し、前記第二酸化物層（４）の厚さにわたって前記第二酸化物層（４）
の材料の格子定数の変化が達成されるように前記第二酸化物層（４）の厚さにわたって変
化し、前記第二酸化物層（４）の表面で値ｙ２で終わり、値ｙ１を、前記第二酸化物層（
４）の格子定数が、前記第一酸化物層（３）に対する前記第二酸化物層（４）の境界で、
前記第一酸化物層（３）の材料の格子定数と０％～２％異なるように選択し、
ｅ）得られた層状のウェハを酸素含有雰囲気下で１０-6ミリバール～１バールの部分圧で
２００～１０００℃の温度で１０～１００分間熱処理し、それによって、六方晶系結晶構
造を有する第一酸化物層（３１）を、立方晶系Ｉａ－３結晶構造を有する第一酸化物層（
３）に変換し、かつ第一非晶質中間層（２）を前記基板ウェハ（１）と前記第一酸化物層
（３）との間の境界に形成させる工程とを、示される順序で含むことを特徴とする、半導
体ウェハの製造法。
【請求項３】
　更に、単結晶半導体材料からなる表面層（８）を前記第二酸化物層（４）の表面上にエ
ピタキシャル堆積させる工程ｇ）を含み、前記工程ｇ）を工程ｅ）の後に行う、請求項１
又は２記載の方法。
【請求項４】
　更に、単結晶第三酸化物層（５０）を前記第二酸化物層（４）の表面上にエピタキシャ
ル堆積させる工程ｄ）を含み、前記第三酸化物層（５０）は、立方晶系Ｉａ－３結晶構造
と、Ｍｅ５2Ｏ3（ここで、Ｍｅ５は、プラセオジム（Ｐｒ），テルビウム（Ｔｂ），セリ
ウム（Ｃｅ），又はネオジム（Ｎｄ）であり、Ｍｅ５2Ｏw（３＜ｗ≦４）の組成を有する
酸化物の形成も可能な金属である）の組成とを有し、前記工程ｄ）を工程ｃ）の後でかつ
工程ｅ）の前に行い、前記第三酸化物層（５０）を工程ｅ）の間にＭｅ５2Ｏw（３＜ｗ≦
４）からなる第三酸化物層（５１）に変換する、請求項１又は２記載の方法。
【請求項５】
　更に、単結晶第四酸化物層（６）を前記第三酸化物層（５１）の表面上にエピタキシャ
ル堆積させる工程ｆ）を含み、前記第四酸化物層（６）は、立方晶系Ｉａ－３結晶構造と
、（Ｍｅ６2Ｏ3）1-z（Ｍｅ７2Ｏ3）z（ここで、Ｍｅ６及びＭｅ７の各々は希土類金属、
遷移金属又は典型金属であり、０≦ｚ≦１である）の組成とを有しており、ｚは、前記第
三酸化物層（５１）との境界で値ｚ１で出発し、前記第四酸化物層（６）の厚さにわたっ
て前記第四酸化物層（６）の材料の格子定数の変化が達成されるように前記第四酸化物層
（６）の厚さにわたって変化し、前記第四酸化物層（６）の表面で値ｚ２で終わり、前記
工程ｆ）を工程ｅ）の後に行う、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　更に、単結晶半導体材料からなる表面層（８）を前記第四酸化物層（６）の表面上にエ
ピタキシャル堆積させる工程ｇ）を含み、前記工程ｇ）を工程ｆ）の後に行う、請求項５
記載の方法。
【請求項７】



(3) JP 5693497 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

　更に、前記工程ｇ）の後に、得られた層状のウェハを２００～１０００℃の温度で１０
～１００分間熱処理する工程ｈ）を含み、それによって、第二非晶質中間層（７）を前記
第四酸化物層（６）と前記表面層（８）との間の境界に形成させ、前記第二非晶質中間層
（７）は電気絶縁性材料を含み、かつ０．５ｎｍ～１００ｎｍの厚さを有しており、それ
によって、Ｍｅ５2Ｏw（３＜ｗ≦４）からなる単結晶第三酸化物層（５１）を、立方晶系
Ｉａ－３結晶構造とＭｅ５2Ｏ3の組成とを有する単結晶第三酸化物層（５２）に変換する
、請求項６記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、層状の半導体ウェハ及びその製造法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＳＯＩウェハ（セミコンダクター・オン・インシュレーター）は、一般に単結晶シリコ
ンからなる基板ウェハ（ハンドルウェハ又はベースウェハ）と、電気絶縁性材料の層（い
わゆる埋込酸化物層（buried oxide layer）、ＢＯＸ）と、これに連結した半導体材料の
表面層（上層又はデバイス層）とを含み、ここで、前記表面層は、電子部品の製造のため
に設けられるいわゆる活性層である。
【０００３】
　ＳＯＩウェハは種々の方法で製造することができる：第一に、幅広く用いられている方
法は、半導体材料の薄層をドナーウェハから基板ウェハへと移設することである。前記の
移設の前に、ドナーウェハの表面又は基板ウェハの表面又はこれら双方を酸化させること
によって、絶縁性層を形成させる。前記方法は層の移設（layer transfer）と称される。
第二に、酸素イオンをその表面の一つに注入し、基板ウェハを引き続きアニーリングして
二酸化シリコン層を形成させることによって、絶縁性層をシリコン基板ウェハ内に直接形
成させることができる。前記方法は"ＳＩＭＯＸ"と称される。
【０００４】
　第一の方法（層の移設）は作業の多い処理工程のために費用がかかる。前記方法は、シ
リコンに対しては十分に、かつゲルマニウムに対してはある程度開発されたものであるが
、別の半導体、例えば窒化ガリウム（ＧａＮ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）又は活性層に使用さ
れ得る他の材料に対しては、十分に開発されたものではない。更に、前記方法は、そのた
めに適当な直径のバルクウェハが存在するような半導体材料に限定されているが、これは
多くの重要な材料、例えば炭化シリコン（ＳｉＣ）、ヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）又は窒化
ガリウム（ＧａＮ）に対して問題である。
【０００５】
　第二の方法（ＳＩＭＯＸ）は、そのために適当な直径のバルクウェハが存在し、かつ、
イオン注入及び後注入アニーリング工程による埋込酸化物層の形成が実現可能であるよう
な材料に限定されている。これは、特にイオン注入用の所望の装置及び長い処理時間のた
めにコストがかさむ。
【０００６】
　例えば論文H. J. Osten et al., "Growth of crystalline praseodymium oxide on sil
icon", Journal of Crystal Growth 235 (2002), 229 - 234及びT. Schroeder et al., "
Structure, twinning behavior, and interface composition of epitaxial Si(111) fil
ms on hex-Pr2O3(0001)/Si(111) support systems", Journal of Applied Physics 98 (2
005), 123513-1 - 123513-6においてエピ－Ｓｉ／六方晶Ｐｒ2Ｏ3／Ｓｉ系に関して記載
されているように、シリコンウェハ上の、ヘテロエピタキシャル埋込酸化物及び半導体層
の後続の堆積は、ＳＯＩウェハ製造の第三の方法を提供する。前記方法は、六方晶系結晶
構造を有する酸化プラセオジムからなる絶縁体層をシリコン基板ウェハ上に、かつ引き続
きシリコン層を絶縁体層上にエピタキシャル堆積させることを含む。
【０００７】
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　ＷＯ０３／０９６３８５Ａ２には類似の方法が開示されている。前記特許文献には、絶
縁体層用の材料として、酸化セシウム（ＣｅＯ2）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）及び酸
化ランタンアルミニウム（ＬａＡｌＯ3）が記載されている。前記材料はシリコンのもの
に近い格子定数及び立方晶系結晶構造を有する。ＬａＡｌＯ3のような三元材料は、絶縁
体層の格子定数を重なった半導体層（例えばシリコン－ゲルマニウム、ＳｉＧｅ）に適合
させるために使用することができる。場合により、非晶質酸化シリコンの薄層を、シリコ
ン基板ウェハとエピタキシャル堆積絶縁体層との間の界面で、酸化雰囲気下での熱処理に
より成長させることができる。前記層は、低い誘電率を有する誘電体が所望される場合に
有利に形成される。ＷＯ０３／０９６３８５Ａ２には前記の酸化シリコン層のその他の効
果は何ら列挙されていない。
【０００８】
　ＷＯ０３／０９６３８５Ａ２記載のＳＯＩウェハが、これを電子デバイスの作製のため
の基板として使用する場合にいくつかの欠点を有することが判明した。
【０００９】
　格子定数の適合は、極めて限定された範囲内でのみ可能であり：Ｌａ2Ｏ3、ＬａＡｌＯ

3及びＡｌ2Ｏ3は異なる結晶構造を有する。Ｌａ2Ｏ3が立方晶系Ｉａ－３結晶構造を有す
るのに対して、Ａｌ2Ｏ3はＲ３ＣＨ対称を有するコランダム構造を有する。双方の酸化物
を混合した場合、Ｌａ／Ａｌ比に応じて構造の多様性が生じ、例えばＬａＡｌＯ3は室温
でＲ－３ｍＲ対称を有するペロフスカイト様構造を有する。構造が異なるために、Ｌａ2

Ｏ3とＡｌ2Ｏ3とを０から１以下の任意の所望の比で混合することはできず、即ちミシビ
リティギャップが存在する。ペロフスカイト様構造は約０．８～約１．２のＬａ／Ａｌ比
に対してのみ存在する。更に、前記構造は、単結晶立方晶系半導体材料をその上にエピタ
キシャル堆積させるのには不適当である。
【００１０】
　シリコン基板からの埋込酸化物格子の不完全な切り離しの結果、ａ）ひずみのミスフィ
ットにより、及びｂ）ヘテロ構造における材料の異なる熱膨張係数に基づく熱的な不整合
により、欠陥が発生する。例えば、直前に記載した効果によって、ＳＯＩウェハの製造に
おける熱的ランピング（アニーリング並びに冷却サイクル）の間に、並びにＩＣデバイス
の加工の間に、ＳＯＩ構造内に微細な亀裂が形成される。
【００１１】
　絶縁体層及び薄い付加的な酸化シリコン層は一緒に不十分な分離をもたらす。エピタキ
シャル酸化物は一般に、電流路に対して垂直に配向されることによって漏れ電流をブロッ
クする粒界の不在に基づき、幾分高い漏れ電流を示す。薄い非晶質ＳｉＯ2層も、ダイレ
クトトンネリング現象の領域における厚さの値に基づき、有効でない。比較的厚いＳｉＯ

2層は全ての場合において達成不可能であるが、ウェハを高温でアニールする場合に限っ
て達成可能である。しかしながらこれによってエピタキシャル酸化物層の結晶化度が低下
し、従って表面半導体層の完全な成長のための基礎が台無しになる。このことは、酸化工
程に引き続き"リペアアニール(repair anneal)"が推奨されるために明らかとなった(ＷＯ
０３／０９６３８５Ａ２、第５頁第１６行)。更に、寄生チャージトラッピング効果によ
る埋込酸化物におけるヒステリシスフローティングボディ効果を回避するために、界面準
位密度の厳密な制御が必要とされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】ＷＯ０３／０９６３８５Ａ２
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】H. J. Osten et al., "Growth of crystalline praseodymium oxide on
 silicon", Journal of Crystal Growth 235 (2002), 229 - 234
【非特許文献２】T. Schroeder et al., "Structure, twinning behavior, and interfac
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e composition of epitaxial Si(111) films on hex-Pr2O3(0001)/Si(111) support syst
ems", Journal of Applied Physics 98 (2005), 123513-1 - 123513-6
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、本発明の課題は、高い結晶品質を有する、多様な材料からなる、完全に緩和し
た、又は歪んだ半導体層を積層するために絶縁体層の格子寸法を調整するための高い柔軟
性を許容する、ＳＯＩ（semiconductor on insulator）構造の作製のための基板を提供す
ることである。他の課題は、十分な格子の切り離し、並びに、半導体層と基板ウェハとの
間の絶縁を達成することである。所望の用途に適当なパラメータを伴う界面層の作製によ
ってＳｉ基板との界面を正確に制御することのできる酸化物構造が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、以下の層：
－　実質的にシリコンからなる単結晶基板ウェハ１
－　電気絶縁性材料を含み、かつ２ｎｍ～１００ｎｍの厚さを有する第一非晶質中間層２
－　立方晶系Ｉａ－３結晶構造と、（Ｍｅ１2Ｏ3）1-x（Ｍｅ２2Ｏ3）x（ここで、Ｍｅ１
及びＭｅ２の各々は金属であり、０≦ｘ≦１である）の組成と、基板ウェハの材料の格子
定数と０％～５％異なる格子定数とを有する単結晶第一酸化物層３
を、示される順序で含むことを特徴とする半導体ウェハに関する。
【００１６】
　本発明は、以下の工程：
ａ）基板ウェハ１を設ける工程
ｂ）第一酸化物層３を基板ウェハ１の少なくとも１つの表面上にエピタキシャル堆積させ
る工程、及び
ｅ）得られた層状のウェハを酸素含有雰囲気下で１０-6ミリバール～１バールの部分圧で
２００～１０００℃の温度で１０～１００分間熱処理し、それによって、第一非晶質中間
層２を基板ウェハ１と第一酸化物層３との間の境界に形成させる工程
を、示される順序で含むことを特徴とする、上記の半導体ウェハを製造するための第一の
方法にも関する。
【００１７】
　本発明は更に、以下の工程：
ａ）基板ウェハ１を設ける工程であって、その際、前記基板ウェハはＳｉ（１１１）の結
晶格子配向を有するものとする、
ｂ）第一酸化物層３１を基板ウェハ１の少なくとも１つの表面上にエピタキシャル堆積さ
せる工程であって、その際、前記第一酸化物層３１は、六方晶系結晶構造と、（Ｍｅ１2

Ｏ3）1-x（Ｍｅ２2Ｏ3）x（ここで、Ｍｅ１及びＭｅ２の各々は金属であり、０≦ｘ≦１
である）の組成と、基板ウェハの材料の格子定数と０％～５％異なる格子定数とを有する
ものとする、
ｅ）得られた層状のウェハを酸素含有雰囲気下で１０-6ミリバール～１バールの部分圧で
２００～１０００℃の温度で１０～１００分間熱処理し、それによって、六方晶系結晶構
造を有する第一酸化物層３１を、立方晶系Ｉａ－３結晶構造を有する第一酸化物層３に変
換し、かつそれによって更に、第一非晶質中間層２を基板ウェハ１と第一酸化物層３との
間の境界に形成させる工程
を、示される順序で含むことを特徴とする、上記の半導体ウェハを製造するための第二の
方法にも関する。
【００１８】
　第一の工程ａ）（図１及び２）において、実質的に単結晶シリコンからなる単結晶基板
ウェハ１が設けられるが、この単結晶基板ウェハ１は有利にシリコン９０％～１００％、
更に有利にシリコン９８％～１００％からなる。基板ウェハはシリコン技術分野において
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広く公知である通例のドーパント又は不純物を含んでよい。基板ウェハ１は有利にＳｉ（
００１）、Ｓｉ（１１１）又はＳｉ（１１０）の結晶格子配向を有する。
【００１９】
　本発明によれば、単結晶第一酸化物層３は前記方法の工程ｂ）において基板ウェハ１の
少なくとも１つの表面上にエピタキシャル堆積される（図１及び２）。第一酸化物層３は
（Ｍｅ１2Ｏ3）1-x（Ｍｅ２2Ｏ3）x（ここで、Ｍｅ１及びＭｅ２の各々は金属である）の
組成を有する。１００％のミシビリティを保証するために、酸化物Ｍｅ１2Ｏ3及びＭｅ２

2Ｏ3がＩａ－３対称性を有する金属Ｍｅ１及びＭｅ２を使用するのが好適である。有利に
、Ｍｅ１及びＭｅ２の各々は希土類金属又は遷移金属であり、最も有利に、Ｍｅ１はプラ
セオジムであり、Ｍｅ２はイットリウムである。Ｓｉに対して、Ｐｒ2Ｏ3は約２％大きす
ぎ、Ｙ2Ｏ3は約２％小さすぎる。従って、前記混合物は、５０：５０ベース、即ち（Ｐｒ

2Ｏ3）0.5（Ｙ2Ｏ3）0.5で、Ｓｉの格子寸法に合致し得る。更に前記混合物は、Ｐｒ2Ｏ3

で終了し、かつ酸化の際に、以下で工程ｄ）において記載されている"内部酸素リザーバ
ー"を組み込むという利点を提供する。しかしながら、これは幾つかの可能性の単に一例
に過ぎない。添え字ｘは不等式０≦ｘ≦１、有利に不等式０＜ｘ＜１を満たしており、か
つ第一酸化物層３の格子定数が基板ウェハの材料の格子定数と０％～５％、有利に０％～
２％異なるように適合される。Ｓｉの格子寸法に完全に合致する酸化物は存在しない。混
合によってのみ完全に整合させることができる。
【００２０】
　有利に、第一酸化物層３は均一な組成を有しており、それゆえ、その全厚にわたって均
一な格子定数を有する。しかしながら、直ちに組成勾配を伴って出発することも可能であ
る。有利に、第一酸化物層３の厚さは少なくとも１ｎｍである。
【００２１】
　第一酸化物層３は立方晶系Ｉａ－３結晶構造を有する。大抵の場合、特に基板ウェハ１
の表面が（００１）又は（１１０）配向性の場合には、第一酸化物層３は工程ｂ）におい
て基板ウェハ１の表面のすぐ上にエピタキシャル成長することができる。しかしながら、
基板ウェハ１が（１１１）配向表面を有する場合には、立方晶系Ｉａ－３酸化物は常に直
に成長し得るとは限らない。例えば、Ｐｒ2Ｏ3はＳｉ（１１１）表面上で六方相として成
長する。立方晶系酸化物の直接の成長が不可能である場合には、六方晶系結晶構造を有す
る第一酸化物層３１が工程ｂ）において基板ウェハ１の少なくとも１つの表面上に堆積さ
れる。前記層はその後、（熱力学的に安定な）立方晶系Ｉａ－３結晶構造を有する第一酸
化物層３に変換される。前記の相転移は、以下に記載する工程ｅ）の熱処理の間に自動的
に達成される。熱処理を相転移と界面最適化工程とに分割することも可能である。
【００２２】
　場合による工程ｃ）（図１及び２）において、単結晶第二酸化物層４を第一酸化物層３
の表面上にエピタキシャル堆積させることができる。第二酸化物層４は更に、立方晶系Ｉ
ａ－３結晶構造と（Ｍｅ３2Ｏ3）1-y（Ｍｅ４2Ｏ3）y（ここで、Ｍｅ３及びＭｅ４の各々
は金属である）の組成とを有する。１００％のミシビリティを保証するために、酸化物Ｍ
ｅ３2Ｏ3及びＭｅ４2Ｏ3がＩａ－３対称性を有する金属Ｍｅ３及びＭｅ４を使用するのが
好適である。有利に、Ｍｅ３及びＭｅ４の各々は希土類金属又は遷移金属であり、最も有
利に、Ｍｅ４はプラセオジムであり、Ｍｅ４はイットリウムである。添え字ｙは不等式０
≦ｙ≦１、有利に不等式０＜ｙ＜１を満たす。第二酸化物層４は層の厚さに沿って変化す
る組成を有する。ｙは第一酸化物層３との境界で値ｙ１で出発し、第二酸化物層４の厚さ
にわたって第二酸化物層４の材料の格子定数の変化が達成されるように第二酸化物層４の
厚さにわたって変化する。ｙは第二酸化物層４の表面で値ｙ２で終わる。制限された欠陥
密度を伴う単結晶酸化物の成長を保証するために、値ｙ１は、第二酸化物層４の格子定数
が、第一酸化物層３に対する第二酸化物層４の境界で、第一酸化物層３の材料の格子定数
と０％～２％異なるように選択されている。有利に、値ｙ２は、前記層間の格子整合を達
成するために、第二酸化物層４の表面上に堆積すべき層の格子定数に応じて選択される。
第二酸化物層４における欠陥密度を最小化するために、ｙ１とｙ２との間の濃度勾配の変
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動による第二酸化物層４の格子定数の変化は、有利に、対象となる酸化物成分において、
一方では歪み効果と、他方では欠陥核形成エネルギーとの間の相互作用に関して最適化さ
れる。
【００２３】
　工程ｃ）は、第二酸化物層４の表面上に堆積させるべきいずれかの付加的な層（例えば
単結晶半導体材料からなる表面層８又は第三酸化物層５０）が第一酸化物層３とほぼ同じ
格子定数を有する場合には省略することができる。そうでない場合には工程ｃ）を実施す
るのが有利であり、この工程ｃ）によって、値ｙ１を隣接する第一酸化物層３の格子定数
に適合させ、第二酸化物層の組成を第二酸化物層の厚さにわたって適当な様式に変化させ
、かつ堆積すべき次の層の格子定数に適合する値ｙ２で終わることができる。
【００２４】
　その他の場合による工程ｄ）（図２）において、立方晶系Ｉａ－３結晶構造とＭｅ５2

Ｏ3の組成とを有する単結晶第三酸化物層５０を第二酸化物層４の表面上にエピタキシャ
ル堆積させる。Ｍｅ５2Ｏ3は、更にＭｅ５2Ｏw（３＜ｗ≦４）の組成を有するより高級な
酸化物へと酸化し得る金属酸化物である。有利に、Ｍｅ５は希土類金属又は遷移金属であ
る。典型例はｗが３～４の範囲で動く種々の酸化物相Ｍｅ５2Ｏwを示すプラセオジム（Ｐ
ｒ）及びテルビウム（Ｔｂ）であるが、二酸化セリウム（ＣｅＯ2）及び二酸化ネオジム
（ＮｄＯ2）（ｗ＝４）という特別な場合も挙げられる。工程ｄ）は工程ｂ）の後又は工
程ｂ）及びｃ）の後でかつ工程ｅ）の前に実施される。前記工程を行う場合、Ｍｅ５2Ｏ3

からなる第三酸化物層５０を更に酸化させ、そのようにして、後続の工程ｅ）の間に、Ｍ
ｅ５2Ｏw（３＜ｗ≦４）からなる第三酸化物層５１へと変換する。第三酸化物層５１は、
以下で工程ｈ）として記載される更なる熱処理の間に、第二非晶質中間層７の形成を促進
する酸素リザーバーとして機能する。前記層の厚さは有利に１ｎｍ～１００ｎｍの範囲内
である。
【００２５】
　更なる工程ｅ）（図１及び２）において、得られた層状のウェハは酸素含有雰囲気下で
１０-6ミリバール～１バールの部分圧で２００～１０００℃、有利に３００～６００℃の
温度で、１０～１００分間熱処理される。酸素は分子酸素（Ｏ2又はオゾン、Ｏ3）の形か
、又は酸素化合物、例えば一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）の形か、又は原子酸素の形で供給され
てよい。酸素含有プラズマを使用することも可能である。前記の熱処理により、第一非晶
質中間層２が基板ウェハ１と第一酸化物層３との間の界面に形成される。第一非晶質中間
層２は２ｎｍ～１００ｎｍ、有利に３ｎｍ～１０ｎｍの厚さを有する。第一酸化物層３の
材料に応じて、第一非晶質中間層２は二酸化シリコン又は金属ケイ酸塩又は双方を含む。
第一中間非晶質層２の厚さは、熱処理の条件（温度、継続時間、酸素部分圧、供される酸
素の形状）により決定される。従って、熱処理の条件は、所望の厚さ、従って所望の電気
的特性を有する中間非晶質層２を達成するために選択される。第一非晶質中間層２の目的
は二つあり、即ち、第一には、熱的な不整合の問題（欠陥発生、薄膜クラッキング等）を
回避するための硬質Ｓｉ基板ウェハ１からの第一酸化物層３及び場合により他の酸化物層
の格子の切り離しであり、第二には、設計されたウェハ構造の電気的特性を最適化するこ
とである（典型的には、１Ｖで１０-8Ａ／ｃｍ2未満の漏れ電流；４～１６の有効な誘電
率値を伴うキャパシタンス、１０12／ｃｍ2未満の界面準位の密度、１０ＭＶ／ｃｍ以下
のbox酸化物の高い降伏電界等）。
【００２６】
　例えば、シリコン基板ウェハ１と第一酸化物層３との間の境界の後堆積酸化は、Ｓｉ（
１１１）上の単結晶立方晶系Ｙ2Ｏ3酸化物層の場合には系を分子酸素１気圧で６００℃で
３０分間加熱することにより行われ、その結果、ケイ酸イットリウムからなる６ｎｍ厚の
非晶質中間層が生じる。ヘテロ構造の構造的及び電気的特性の改善に関する非晶質中間層
２の有効性は、以下のように制御される。構造に関しては、硬質シリコン基板１からの酸
化物薄膜の切り離しは、立方晶系Ｙ2Ｏ3薄膜が処理後に完全に緩和されているという事実
により制御される。特に、酸化物薄膜構造における基板に誘導された歪みが解放され、単
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結晶酸化物薄膜は非晶質界面層２上で浮き、そのようにして、相応する格子空間を有する
そのバルク構造が採用される。この状況において、薄膜と基板との間の熱的な不整合の問
題は回避されるため、Ｙ2Ｏ3薄膜は堅固に結合されたＹ2Ｏ3／Ｓｉ（１１１）ヘテロ構造
の場合に対して改善された結晶品質を示す。電気的特性に関して、非晶質中間層は±１Ｖ
での漏れ電流を１０-8Ａ／ｃｍ2未満の値に低減し、かつ８ＭＶ／ｃｍの高さの絶縁破壊
電界を達成する。更に、１０11／ｃｍ2未満の界面準位密度を、付加的なガス処理（例え
ばフォーミングガス（forming gas）アニーリング等）の適用後に非晶質中間層の形成に
より実現することができる。
【００２７】
　上記の厚さの上記の第一非晶質中間層２の形成には、大気から、少なくとも第一酸化物
層３を通過して、第一酸化物層３とシリコン基板ウェハ１との間の界面までの酸素の拡散
が必要とされる。酸化物層のスタックは数十ナノメートルの厚さを有してよい。ＷＯ０３
／０９６３８５Ａ２と比較して、この拡散は、本発明による第一酸化物層３及び場合によ
り他の酸化物層に関して規定された材料によって非常に促進される。酸化物における酸素
伝導性はイオン伝導の特別な場合である。組み込まれたイオン、この場合酸素アニオンの
ホッピングプロセスによって、特別な格子部位（間隙、欠陥等）への物質移動が生じるが
、これにはいかなる場合にもホストマトリックスのある程度のフレキシビリティーが必要
とされる。Ｉａ－３結晶構造を有するＭｅ2Ｏ3酸化物は、いわゆる規則酸素空格子結晶構
造に属する。このＩａ－３結晶構造を有するＭｅ2Ｏ3酸化物の固有の空格子構造によって
、２００℃の低さの温度であっても酸素の拡散が起こることが考慮される結晶格子の柔軟
性がもたらされ、前記化合物は公知の最良の酸素伝導体の中に位置づけられる。本発明の
発明者は、第一酸化物層３がＩａ－３対称性を有する（Ｍｅ１2Ｏ3）1-x（Ｍｅ２2Ｏ3）x

からなる場合、工程ｅ）の熱処理の間に比較的低温であっても、十分に厚い第一非晶質中
間層２が生じうることを見出した。低温酸化アニールはエピタキシャル酸化物層の結晶化
度を保持することができる。一般に、固体化学のタム(Tamm)の法則によれば、酸化物中の
イオン移動度は、溶融温度のほぼ半分未満の温度に関して無視できるほどである。しかし
ながら、タムの法則は、金属カチオンには当てはまるが立方晶系Ｉａ－３結晶構造の酸素
副格子に関しては当てはまらないことが知られているということは、本発明にとって重要
である。特に、立方晶系Ｉａ－３結晶構造の溶融温度は典型的に２０００℃を十分に上回
るため、１０００℃未満では実質的な金属カチオン物質移動は起こらないが、３００℃の
低さの温度であっても高い酸素移動度が検出される。このＩａ－３結晶構造を有するＡ2

Ｏ3酸化物の特性は、酸化周囲において、一方では、所望の特性を有する酸化物層３、４
、５０を含むバッファ酸化物薄膜の下方に非晶質中間層２を作製するために、しかしまた
一方ではＳｉ基板ウェハ１中への不所望な金属カチオン拡散を回避するために、大きな温
度ウィンドウを開放する。Ｓｉ基板中の金属汚染物は厳密に回避されねばならず、なぜな
らば、この不純物は一般にはウェハ構造の電気的特性（担体の耐用年数、移動度等）にマ
イナスの影響を与えることが知られているためである。
【００２８】
　場合による工程ｄ）が工程ｅ）の前に実施された場合、工程ｅ）の熱処理では、第一非
晶質中間層２が形成されるだけではなく、更に、上記のように、第三酸化物層５０のＭｅ
５2Ｏ3が酸化されてＭｅ５2Ｏw（３＜ｗ≦４）となり、このようにして第三酸化物層５０
が第三酸化物層５１へと変換される（図２）。Ｍｅ５がプラセオジムである場合、酸化後
にｗ＝４であり、即ちＰｒＯ2が形成される。前記層は更なる工程ｈ）において内部酸素
リザーバーとしての役割を果たす。
【００２９】
　場合による工程ｆ）（図２）において、単結晶第四酸化物層６を第三酸化物層５１の表
面上にエピタキシャル堆積させることができる。第四酸化物層６は更に立方晶系Ｉａ－３
結晶構造と（Ｍｅ６2Ｏ3）1-z（Ｍｅ７2Ｏ3）z（ここで、Ｍｅ６及びＭｅ７の各々は金属
である）の組成とを有する。１００％のミシビリティを保証するために、酸化物Ｍｅ６2

Ｏ3及びＭｅ７2Ｏ3がＩａ－３対称性を有する金属Ｍｅ６及びＭｅ７を使用するのが好適
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である。有利に、Ｍｅ６及びＭｅ７の各々は希土類金属、遷移金属、例えばスカンジウム
（Ｓｃ）、イットリウム（Ｙ）又はマンガン（Ｍｎ）又は典型金属、例えばインジウム（
Ｉｎ）、タリウム（Ｔｌ）、アンチモン（Ｓｂ）又はビスマス（Ｂｉ）である。添え字ｚ
は不等式０≦ｚ≦１、有利に不等式０＜ｚ＜１を満たす。第二酸化物層４と同様に、第四
酸化物層６は層の厚さにそって変化する組成を有する。ｚは第三酸化物層５１との境界で
値ｚ１で出発し、第四酸化物層６の厚さにわたって第四酸化物層６の材料の格子定数の変
化が達成されるように第四酸化物層６の厚さにわたって変化する。ｚは第四酸化物層６の
表面で値ｚ２で終わる。金属Ｍｅ６及びＭｅ７並びに値ｚ１は、第四酸化物層６の格子定
数が、第三酸化物層５１に対する、第四酸化物層６の境界で、第三酸化物層５１の格子定
数と整合するように選択されてよい。また有利に、金属Ｍｅ６及びＭｅ７並びに値ｚ２は
、前記層間の格子の整合を達成するために、第四酸化物層６の表面上に堆積すべき層の格
子定数に応じて選択される。
【００３０】
　工程ｆ）は有利に工程ｄ）及びｅ）と一緒にのみ、ｄ）→ｅ）→ｆ）の順序で実施され
る。工程ｄ）が省略される、即ちＭｅ５2Ｏ3からなる第三酸化物層５０（これは後に酸化
されてＭｅ５2Ｏwとなり、ここで３＜ｗ≦４である）が堆積されない場合、第四酸化物層
６は不要である。第四酸化物層６は第一に、第三酸化物層の値からの格子定数を、第四酸
化物層６の表面上に堆積された更なる付加的な層、例えば半導体材料からなる表面層８の
値からの格子定数に適合させる役割を果たす。
【００３１】
　Ｍｅ５2Ｏw（３＜ｗ≦４）からなる第三酸化物層５１が存在する場合であっても、第四
酸化物層６の表面上に堆積すべきいずれかの付加的な層（例えば単結晶半導体材料からな
る表面層８）が第三酸化物層３とほぼ同じ格子定数を有するのであれば、工程ｆ）を省略
することができる。そうでない場合には工程ｆ）を実施するのが有利であり、この工程ｆ
）によって、値ｚ１を隣接する第三酸化物層５１の格子定数に適合させ、第四酸化物層の
組成を第四酸化物層の厚さにわたって適当な様式に変化させ、かつ堆積すべき次の層の格
子定数に適合させた値ｚ２で終わることができる。（格子定数の例を図３及び４に示す。
）
　「格子定数に適合させた」という表現は、格子整合又は定義された様式での格子不整合
を意味し得る。次の層が圧縮歪みのある層の場合、隣接した酸化物層は次の層よりも小さ
い格子定数を有していなければならない。次の層が引張歪みを示す場合には、隣接した酸
化物層はより大きな格子定数を有していなければならない。この原則は、酸化物層と単結
晶半導体材料からなる表面層８との間のいずれの界面に関しても当てはまる。例えば、純
粋シリコンからなる表面層８の場合、比較的高い電荷担体移動度に基づくＩＣ関連性能の
向上を達成するためには、２％を上回る引張歪みのミスフィットが必要とされる。
【００３２】
　少なくとも、シリコン基板ウェハ１、第一非晶質中間層２及び第一酸化物層３を含む本
発明による層状の半導体ウェハは、有利に、半導体材料からなる表面層８のエピタキシャ
ル堆積のための基板として使用することができる。前記層は、更なる場合による工程ｇ）
において（図１及び２）、第一酸化物層３の表面上に（即ち工程ａ）、ｂ）及びｅ）の後
に；図１及び２）、第二酸化物層４の表面上に（即ち工程ａ）、ｂ）、ｃ）及びｅ）の後
に；図１）、第三酸化物層５１の表面上に（即ち工程ａ）、ｂ）、ｃ）、ｄ）及びｅ）の
後に；図２）、又は、第四酸化物層６の表面上に（即ち工程ａ）、ｂ）、ｃ）、ｄ）、ｅ
）及びｆ）の後に；図２）堆積されてよい。
【００３３】
　表面層８の半導体材料は、例えばＩＶ族半導体、例えばシリコン（Ｓｉ）、ゲルマニウ
ム（Ｇｅ）、シリコン－ゲルマニウム（Ｓｉ1-aＧｅa、０＜ａ＜１）、炭化シリコン（Ｓ
ｉＣ）；ＩＩＩ－Ｖ族半導体、例えば第リン化ガリウム（ＧａＰ）、リン化アルミニウム
（ＡｌＰ）、窒化ガリウム（ＧａＮ）、ヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）、ヒ化アルミニウム（
ＡｌＡｓ）、ヒ化インジウム（ＩｎＡｓ）、窒化インジウム（ＩｎＮ）、リン化インジウ
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ム（ＩｎＰ）、ＧａＡｓ格子に完全に整合する半導体、例えばリン化ガリウムインジウム
（Ｇａ0.51Ｉｎ0.49Ｐ）又はリン化インジウムヒ素（Ｉｎ0.51Ａｓ0.49Ｐ）；ＩＩ－ＶＩ
半導体、例えば硫化亜鉛（ＺｎＳ）及び酸化亜鉛（ＺｎＯ）であってよい。全ての材料は
単結晶である。
【００３４】
　酸化物層のスタックは、立方晶系Ｉａ－３結晶構造を有し、かついかなる場合において
も基板ウェハ１と同じ配向を有する（即ちＳｉ（００１）ウェハ上では（００１）、Ｓｉ
（１１０）ウェハ上では（１１０）及びＳｉ（１１１）ウェハ上では（１１１））。表面
層８は以下の構造及び配向を有してよい：Ｓｉ（００１）ウェハが基板１として使用され
る場合、表面層８も立方晶系結晶構造及び（００１）配向を有する。Ｓｉ（１１０）ウェ
ハが基板１として使用される場合、表面層８も立方晶系結晶構造及び（１１０）配向を有
する。Ｓｉ（１１１）ウェハが基板１として使用される場合、表面層８は立方晶系結晶構
造及び（００１）配向か、又は六方晶系結晶構造及び（０００１）配向を有してよい。
【００３５】
　表面層８は緩和していても歪んでいてもよい。半導体材料の歪んだ層の堆積が意図され
る場合、この層の厚さは擬似格子整合成長に関してクリティカルな厚さを越えるべきでは
ない。
【００３６】
　表面層８は目標となる適用に応じて有利に１０ｎｍ～５０μｍの厚さを有する。
　更なる場合による工程ｈ）において、得られた層状のウェハは２００～１０００℃、有
利に３００～６００℃の温度で１０～１００分間熱処理され、それによって、第四酸化物
層６と表面層８との間の界面に、電気絶縁性材料を含む第二非晶質中間層７が形成される
。この第二非晶質中間層７は有利に０．５ｎｍ～１００ｎｍ、更に有利に２ｎｍ～１００
ｎｍ、極めて有利に３ｎｍ～１０ｎｍの厚さを有する。隣接する酸化物層（一般には第四
酸化物層６）の材料に応じて、第二非晶質中間層７は二酸化シリコン又は金属ケイ酸塩又
は双方を含む。第二非晶質中間層７の重要性は適用に依る。例えば、完全空乏型ＣＭＯＳ
技術の場合には、エピタキシャル酸化物層の高すぎるキャパシタンス及びリーク値に基づ
く不所望のバックチャネル及びクロストーク効果を回避する必要がある。
【００３７】
　第二中間非晶質層７の厚さは、熱処理の条件（即ち温度及び継続時間）により決定され
る。例えば、ヘテロ構造を保護窒素雰囲気中で６００℃で３０分間アニールした場合、ケ
イ酸プラセオジムからなる５ｎｍ厚の非晶質中間層７が、エピタキシャルシリコン層８と
、組み込まれたＰｒＯ2層５１を伴うＰｒ2Ｏ3ベースのバッファ酸化物層６との間に形成
されることが見出された。第二非晶質中間層７は、第一非晶質中間層２と同じ目標、即ち
、熱的な不整合の問題を回避し、かつ電気的特性を改善するために、半導体層８を硬質支
持ヘテロ構造から切り離すという目標を果たす。典型的なパラメータを、非晶質中間層２
の作製の説明の中で示す。
【００３８】
　場合による工程ｈ）は、有利に、表面層８が工程ｇ）で堆積された後にのみ、即ち工程
ｇ）と一緒にのみ適用される。
【００３９】
　工程ｈ）は有利に、工程ｇ）の直後に、２つの工程間に層状のウェハを冷却することな
く実施される。これによって、酸化物と表面層８の半導体との異なる熱膨張係数による欠
陥の発生を回避することができ、それと同時に、質の高い電気的特性（絶縁性、低い電荷
トラッピング密度等）を保証することができる。
【００４０】
　上記の厚さの第一非晶質中間層２の形成には、大気から、少なくとも第一酸化物層３を
通過して、第一酸化物層３とシリコン基板ウェハ１との間の界面までの酸素の拡散が必要
とされる。第二非晶質中間層７の形成の際に、半導体ウェハの表面は半導体材料からなる
表面層８により被覆されるため、酸素含有雰囲気から半導体ウェハへの酸素の拡散は実質
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的にブロックされる。従って、半導体材料からなる表面層８との間の界面を酸化するため
に酸素含有雰囲気を用いることはほぼ不可能である。しかしながらそれにもかかわらず、
この酸化は第二非晶質中間層７の形成のためには必要であるため、内部酸素源を酸化物層
のスタック内に組み込むのが有利である。この役割は、有利に、Ｍｅ５2Ｏw（３＜ｗ≦４
）（これは前記の通り、工程ｄ）におけるＭｅ５2Ｏ3の層の堆積及び工程ｅ）におけるこ
の層の酸化により作製されたもの）からなる上記の第三酸化物層５１によって果たされ得
る。
【００４１】
　工程ｈ）における熱処理の間、Ｍｅ５2Ｏwは還元されて再度Ｍｅ５2Ｏ3となり、それに
よって、第三酸化物層５１が第三酸化物層５２に変換される。余分な酸素は（存在する場
合には）第四酸化物層６を通じて容易に拡散することができ、かつ、半導体材料からなる
表面層８と、隣接する酸化物層（例えば第四酸化物層６）との間の界面で、半導体材料を
酸化させることができる。例えば、ＰｒＯ2は標準状態下で安定な酸化物化合物である。
しかしながら、半導体材料と接触して、界面での酸化反応はＰｒＯ2における比較的ルー
ズに結合した格子酸素により促進される。結果的に、外部の酸素供給が絶たれた場合、Ｐ
ｒＯ2は３００℃を超える温度でＰｒ2Ｏ3に還元され、半導体薄膜の酸化物が界面に形成
される。例えば、ケイ酸プラセオジムの形成が生じるＳｉＯ2との混合の場合と同様に、
接触する材料に応じて、Ｐｒ2Ｏ3をこの半導体酸化物と混合することができる。
【００４２】
　ＷＯ０３／０９６３８５Ａ２と比較して、本発明による半導体ウェハは以下の利点を有
する：
　まず第一に、本発明の発明者は、調節可能な格子パラメータを有する立方晶系Ｉａ－３
構造を有する混合金属酸化物を、エピタキシャル成長法を用いて、シリコン基板ウェハ上
に容易に堆積させることができることを見出した。前記混合金属酸化物は、六方晶系（Ａ
ｌＮ：Ｐ６３ｍｃ）又は三斜晶系（ＬａＡｌＯ3：Ｒ－３ｍＲ）対称性を有するＷＯ０３
／０９６３８５Ａ２に記載されている調節可能な格子パラメータを有する材料よりも、シ
リコンの立方晶系結晶格子に適している。
【００４３】
　更に、本発明は、ＷＯ０３／０９６３８５Ａ２の場合のような通常は高度に特殊化され
た系となるヘテロ－エピタキシーアプローチの固有の融通性の欠如を克服した。本発明の
混合バッファ酸化物アプローチは、立方晶系Ｉａ－３Ａ2Ｏ3結晶構造をベースとしており
、前記構造は周期系にわたってほぼ共通であり、従って、表面層８のための数多くの有用
な半導体材料に適合させることができる。
【００４４】
　一例として、図３には、Ｍｅ６2Ｏ3及びＭｅ７2Ｏ3としてのみならず場合によってＭｅ
１2Ｏ3、Ｍｅ２2Ｏ3、Ｍｅ３2Ｏ3又はＭｅ４2Ｏ3として用いることのできる多様な立方晶
系金属酸化物の、半単位格子寸法（Å；１Å＝０．１ｎｍ）を示す。全ての立方晶系Ｍｅ

2Ｏ3Ｉａ－３結晶構造の単位格子寸法は、数パーセント以内で、最も一般的な立方晶系半
導体構造の格子の２倍の大きさである。このようにして、立方晶系半導体上の前記酸化物
のヘテロエピタキシーによって、極めて密な形態としての（２×２の）一致した格子が形
成される。格子整合可能性のより容易な評価に関して、立方晶系半導体の単位格子寸法（
図４）を、立方晶系Ｍｅ2Ｏ3Ｉａ－３酸化物の格子寸法の半値と比較する（図３）。
【００４５】
　図３及び４は、基板ウェハ１がＳｉ（００１）表面配向を有する場合に当てはまる。こ
れら２つの二元金属酸化物を混合することにより、二元酸化物の格子定数間の全ての格子
定数範囲が達成可能である。立方晶系Ｉａ－３結晶構造を有する全ての二元金属酸化物は
１００％混合可能である。従って、一方ではシリコン基板ウェハ１に適合する適当な金属
酸化物（Ｍｅ１2Ｏ3、Ｍｅ２2Ｏ3、Ｍｅ３2Ｏ3、Ｍｅ４2Ｏ3）、及び他方では表面層８の
半導体材料に適合する適当な金属酸化物（Ｍｅ６2Ｏ3及びＭｅ７2Ｏ3）を容易に選択する
ことができる。図３において明らかである通り、約０．４７ｎｍ～約０．５７ｎｍの広範
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囲の半単位格子寸法が有効である。図４に、表面層８のための材料として使用することが
できる幾つかの立方晶系半導体材料の単位格子寸法（Å）を示す。濃灰色領域は、Ｍｅ2

Ｏ3Ｉａ－３酸化物（Ｍｅは希土類元素である）のみを混合することにより整合させるこ
とのできる格子パラメータの範囲を覆っている。灰色領域は、Ｍｅ2Ｏ3Ｉａ－３酸化物（
Ｍｅは希土類元素、遷移金属又は典型金属元素である）を混合することにより整合させる
ことのできる格子パラメータを含む。薄灰色領域は、Ｍｅ2Ｏ3Ｉａ－３酸化物（Ｍｅは希
土類元素である）を混合することにより±４％以内で整合させることのできる格子パラメ
ータを覆っている。
【００４６】
　図５及び６は、基板ウェハがＳｉ（１１１）表面配向を有する場合の、相当するデータ
を示す。図５は、図３に示されたものと同じ立方晶系金属酸化物の（１１１）表面単位格
子寸法（Å）を示す。図６に、表面層８のための材料として使用することができる多様な
六方晶系半導体材料の（０００１）表面単位格子寸法（Å）を示す。全ての立方晶系（１
１１）Ｍｅ2Ｏ3Ｉａ－３結晶表面の表面単位格子寸法は、数パーセント以内で、最も一般
的な六方晶系半導体構造の（０００１）底面の２倍の大きさである。このようにして、（
１１１）配向を有する前記の立方晶系酸化物上への（０００１）配向六方晶系半導体のヘ
テロエピタキシーによって、最も密な配置としての（２×２）の一致した格子が形成され
る。格子整合可能性のより容易な評価のために、六方晶系半導体の（０００１）単位格子
寸法（図６）を、立方晶系（１１１）Ｍｅ2Ｏ3Ｉａ－３酸化物表面の格子寸法の半値と比
較する（図５）。図６中の影つきの領域は、図４中のものと同じ意味を有する。
【００４７】
　更に、全く同一の材料の表面層８を、しばしば、完全に緩和した、又は歪んだ様式で積
層することができる。このアプローチの高い柔軟性は、このようにして、原則的に、今ま
で達成されてない構造品質（１０12／ｃｍ2以下の欠陥密度等）でＳｉ技術プラットフォ
ーム上にエピタキシャル層系を作製するという利点、又は、今まで不可能であった新規の
材料のための組み込みのアプローチへの道も開くという利点さえも提供する。
【００４８】
　更なる重要な利点は、Ｉａ－３構造を有する金属酸化物が、その高い酸素伝導性で十分
に公知であるという事実である。この特性に加えて、例えばＰｒＯ2の形の内部酸素リザ
ーバーを組み込むというオプションは、非晶質中間層２、７が、エピタキシャル酸化物層
３～６とＳｉ基板ウェハ１との間、及び必要であればエピタキシャル酸化物層３～６と表
面層８との間に形成されるという利点をもたらす。前記の中間層は、格子を切り離し、そ
れによって幾何学的な格子不整合並びに熱的不整合による欠陥の発生を回避するために重
要である。確実に、エピタキシャル堆積表面層８の高い構造品質は、その電気的特性（電
荷担体移動度、耐用年数、故障までの平均時間等）の優れた特性へと転換する。更に、非
晶質中間層２、７は、ヘテロ構造の電気的特性（酸化物の絶縁、キャパシタンス、界面ト
ラップ等）を調整する上で極めて重要な役割を果たす。
【００４９】
　更に、例えばＹ2Ｏ3のような幾つかのＩａ－３Ａ2Ｏ3酸化物は、高い熱伝導性、大型化
マイクロ電子デバイスの分野における多くの適用に関する利点を示す。
【００５０】
　本発明は、エピタキシャル堆積及び熱処理工程のみによって、高品質ＳＯＩウェハを作
製することを可能にする。本発明は有利に、いかなるデバイス構造も有しないバージンシ
リコンウェハに適用される。本発明による層は、有利にシリコンウェハの少なくとも１つ
の完全に平坦な表面上に堆積される。
【００５１】
　層のエピタキシャル堆積法：
　ビクスビアイト(bixbyite)混合酸化物成分及び半導体の双方共に、それぞれＰＶＤ及び
ＣＶＤと略される物理蒸着法又は化学蒸着法によって堆積させることができる。ＰＶＤの
場合、目標となる材料は、一般的な電子衝撃及び／又は熱蒸着技術により加熱される。Ｃ
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ＶＤの場合、実績のある多くのＣＶＤ技術が適用される（高圧ＣＶＤ、液体パルスＣＶＤ
等）。堆積温度は２００～１２００℃の範囲内であるが、４００～８００℃の範囲内のサ
ーマルバジェットでの成長条件が有利である。種々の目標物からの蒸着フラックスを、所
望の組成の混合薄膜（例えば、化学量論的組成の傾斜を有する混合バッファ酸化物薄膜、
化合物半導体薄膜、例えばＳｉＧｅ等）を作製するために調節することができる。堆積フ
ラックスは典型的には１～１００ｎｍ／秒の範囲内である。
【００５２】
　測定法：
　構造：薄膜及び界面層の厚さ並びに表面及び界面の各々の粗度を、非破壊的に、界面技
術（例えばＸ線反射光測定及び偏光解析）により試験する。更に、走査プローブ技術、例
えばＡＦＭ及びＳＴＭを、表面粗度パラメータの定量化のために適用することができる。
層の結晶品質を、主にＸ線回折技術により特性決定する。面内及び面外Ｘ線回折測定を、
Ｓｉ基板ウェハに対する、酸化物バッファ及び半導体層のエピタキシャル関係の決定に用
いる。Ｘ線回折は更に、薄膜の長距離秩序に関する高度に平均化された情報をもたらし、
例えば欠陥密度及び歪み効果を定量化することができる。欠陥密度及び歪みに関するこれ
らの結果を、更に、ＴＥＭ及びラマン研究により実証することができる。ヘテロ構造の化
学量論は、非破壊的にＲＢＳによって、又は破壊的にＸＰＳ及びＴｏｆ－ＳＩＭＳスパッ
タリング技術を用いて研究される。前記のＴｏｆ－ＳＩＭＳスパッタリング技術は、ヘテ
ロ構造における高感度の不純物レベルでの測定にも適用される。
【００５３】
　電気的特性：リーケージの研究は、Ｊ－Ｖ測定（温度依存；過渡的等）により実施する
ことができる。前記測定は、バッファ酸化物の誘電率並びに界面準位密度の挙動を研究す
るために、周波数依存のＣ－Ｖ測定により補足される。更に、ＤＬＴＳを、酸化物／半導
体境界での界面並びにトラップ準位の研究に適用することができる。ホール測定を、エピ
タキシャル半導体層内での電荷担体濃度並びに移動度の決定に用いる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第一の実施態様を略示した図であり、ここで、半導体材料からなる表面
層８が第二酸化物層４の表面のすぐ上方に堆積されている。
【図２】本発明の第二の実施態様を略示した図であり、ここで、第二酸化物層４に隣接し
たＭｅ５2Ｏw（Ｍｅ５は金属であり、３＜ｗ≦４）からなる第三酸化物層５１が、第二酸
化物層４上に形成されている。
【図３】Ｉａ－３対称性を有する種々の立方晶系金属酸化物の半単位格子寸法（Å）を示
す図。
【図４】立方晶系半導体材料の単位格子寸法を示す図。
【図５】Ｉａ－３対称性を有する種々の立方晶系金属酸化物の（１１１）表面単位格子寸
法（Å）を示す図。
【図６】六方晶系半導体材料の（０００１）表面単位格子寸法を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　実施例
　実施例１
　ビクスビアイトに関連する酸化物バッファ層を介した、Ｓｉ（００１）基板ウェハ１上
のシリコン－ゲルマニウム（Ｓｉ1-aＧｅa、ａ＝０～１；"ＳｉＧｅ"）からなる表面層８
のヘテロエピタキシー
　本発明の一実施態様（図２を参照のこと）によれば、ＳｉＧｅからなるヘテロエピタキ
シャル表面層８を、Ｓｉ（００１）基板ウェハ１上に、Ｉａ－３型の混合バッファ酸化物
層を介して、大域的に積層させるのに適した構造が設けられ、それによって、ａ＝０（Ｓ
ｉ１００％）からａ＝１（Ｇｅ１００％）までの全範囲の組成にわたることが可能となる
。本発明の利点は、ａ）適当な混合バッファ酸化物混合物を用いて所望の格子寸法を整合



(14) JP 5693497 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

することによって高い構造品質の、及び、ｂ）後堆積処理を通じて絶縁性金属ケイ酸塩又
は二酸化シリコン界面層を半導体構造と酸化物バッファとの間に組み込むことによって高
い電気的界面品質の、ＳｉＧｅからなる単結晶表面層８を作製することにある。
【００５６】
　Ａ）Ｓｉ（００１）上の出発酸化物テンプレート構造の作製
　基板ウェハ１（工程ａ））は、例えば一般にＳｉベースの集積回路（ＩＣ）の作製にお
いて用いられるようなＳｉ（００１）ウェハであってよい。実績のあるＳｉ（００１）ウ
ェハ洗浄法（ＲＣＡ、ピラニア(Piranha)等）を適用した後、混合複酸化物（Ｐｒ2Ｏ3）1

-x（Ｙ2Ｏ3）x（ｘ＝０．５）からなる第一酸化物層３を、工程ｂ）において、キューブ
・オン・キューブ型のエピタキシーにより（００１）配向で成長させる。前記薄膜の層及
びエピタキシャル関係を、以下でＸＲＤにより測定する。薄膜の化学量論を以下で定量Ｘ
ＰＳを用いて分析し、場合によりＲＢＳにより較正する。Ｓｉの格子寸法（格子定数ａ＝
５．４３１ｎｍ）に完全に適合する第一酸化物層３を成長させるためには、Ｐｒ2Ｏ3とＹ

2Ｏ3との５０：５０混合物を用いることが必要である。第一酸化物層３の厚さは典型的に
は１０～１００ｎｍの範囲内である。薄膜の厚さを、以下で非破壊的にＸＲＲ測定により
測定する。引き続き、（Ｐｒ2Ｏ3）1-y（Ｙ2Ｏ3）yからなり、Ｙ2Ｏ3含分が０（ｙ＝０）
にまで段階的に低減している、約１０ｎｍ厚の第二酸化物層４を、工程ｃ）において堆積
させる。前記構造は、工程ｄ）において、約１０ｎｍの厚さの化学量論的組成Ｐｒ2Ｏ3か
らなる第三酸化物層５２の成長のためのテンプレートの役割を果たす。ウェハを冷却せず
に、工程ｅ）において熱処理（後堆積アニーリング、"ＰＤＡ"）を行い、この材料系を酸
素１気圧で約５００℃で３０分間加熱する。基板温度測定を、以下で、基板の近傍に位置
する熱電対素線を用いて実施する。ＰＤＡ工程は同時に以下の２つの主要な目標を達成す
る役割を果たす。第一に、ビクスビアイトに関連する酸化物構造の高い酸素伝導性によっ
て、基板ウェハ１と第一酸化物層３との間の境界の後堆積酸化が、適度な温度で、比較的
厚い酸化物層を介しても可能となる。異なる熱膨張係数（"サーマルミスマッチ効果"）に
よる欠陥の発生を回避するために基板ウェハ１から第一酸化物層３を切り離すことに加え
、得られた金属ケイ酸塩又は化学量論的二酸化シリコンのいずれかの第一非晶質中間層２
は、高い電気的品質（高い絶縁性、低い界面準位密度、低いｋ値による低い容量結合等）
の誘電構造をもたらす。電気的特性を、以下で周波数及び温度依存のＣＶ及びＪＶ測定技
術により決定する。
【００５７】
　第二に、第一非晶質中間層２の形成の後に、進行中のＰＤＡ処理で、約１０ｎｍ厚の第
三酸化物層５０の化学量論的組成Ｐｒ2Ｏ3を酸化させてＰｒＯ2とし、このようにしてこ
れを第三酸化物層５１に変換する。全ての希土（ＲＥ）酸化物のうち、酸化プラセオジム
及び酸化セリウムのみが三価の他に四価の酸化物化合物をも形成する。酸化プラセオジム
はＰｒ2Ｏ3並びにＰｒＯ2が安定な化合物であるという利点をもたらすのに対して、セリ
ウムの場合にはＣｅＯ2への強度の傾向が存在する。この点に関して、ＰｒＯ2化合物はそ
の格子酸素が弱結合していることで知られているため、以下で論じるように、前記化合物
は本発明のこの実施態様において、後続のＰＤＡ工程の間に格子酸素を放出することによ
って、後に、埋込酸化物と、半導体材料からなる表面層８との間の境界の酸化を達成する
ための「内部酸素リザーバー」として用いられる。
【００５８】
　Ｂ１）エピタキシャルシリコンの緩和及び歪み表面層８の積層
　本発明は、完全に緩和した、並びに歪んだ、又は圧縮されたエピタキシャルシリコン層
をＳｉ（００１）基板ウェハ１上に積層させるためのオプションを提供する。歪み及び緩
和現象を、高解像度Ｘ線回折及びラマン分光分析技術により測定する。この目的のために
、Ａ部の出発酸化物テンプレート構造を、工程ｆ）において、約１０ｎｍ厚の（Ｐｒ2Ｏ3

）1-z（Ｙ2Ｏ3）zからなる組成傾斜を有する第四酸化物層６によりエピタキシャル成長さ
せる。複酸化物薄膜成長は、ＰｒＯ2の格子定数（ａ＝０．５３３ｎｍ）に適合するため
にｚ＝０．９の組成で出発し；その後、その組成が変化することによって、完全に緩和し
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たか又は歪んだエピタキシャルＳｉ（００１）の表面層８の成長のためにその格子寸法を
調整する。第一に、引張歪下にあるＳｉ（００１）のエピタキシャル表面層８は、Ｙ2Ｏ3

含分が０にまで低下した場合（ｚ＝０）に成長することができる。格子寸法がシリコンの
結晶構造よりも約２．５％大きい純粋なＰｒ2Ｏ3上層が生じる。この点において、工程ｇ
）におけるＳｉによるエピタキシャル成長は、電子並びに正孔移動度を増加させるための
デバイスに関連する歪みを有するＳｉ（００１）の表面層８を作製するのに適当である。
第二に、工程ｆ）における、（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｙ2Ｏ3）zからなり、ｚ＝０．５で終わる
、組成傾斜を有する第四酸化物層６による成長の場合、酸化物テンプレートはＳｉ格子寸
法に整合し、従って、工程ｇ）において、Ｓｉ（００１）の完全に緩和した表面層８を作
製するのに適当である。第三に、（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｙ2Ｏ3）zからなり、上部で純粋なＹ

2Ｏ3（ｚ＝１）層で終わる、組成傾斜を有する第四酸化物層６は、格子寸法がＳｉよりも
約２．５％小さい半導体成長に関するテンプレートを提供する。この方法によって、工程
ｇ）において、デバイスに関連する圧縮応力下にあるエピタキシャルＳｉ（００１）の表
面層８の成長が可能となる。酸化物テンプレートからＳｉ（００１）の歪み又は緩和表面
層８を切り離すために、最終的なＰＤＡ処理を工程ｈ）において行う。ここでも、第四酸
化物層６の、Ｉａ－３に関連する（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｙ2Ｏ3）z複酸化物の高い酸素伝導性
は中心的な物理的特性であり、この物理的特性によって、第三酸化物層５１のＰｒＯ2の
弱結合格子酸素を、Ｓｉ（００１）のエピタキシャル表面層８と第四酸化物層６との間の
境界の酸化を達成するのに用いることが可能となる。このプロセスにおいて、第三酸化物
層５１の埋込ＰｒＯ2はＰｒ2Ｏ3に還元され、それによって、この層は第三酸化物層５２
へと変換され、その一方で、金属ケイ酸塩又はＳｉＯ2の第二非晶質中間層が界面に生じ
る。成長した材料スタックを冷却する前に第二非晶質中間層７を作製することは、酸化物
と表面層８の半導体の異なる熱膨張係数による欠陥の発生を回避するための、並びに、高
品質の電気的特性（絶縁性、低い電荷トラッピング密度等）を保証するための、重要な要
件である。
【００５９】
　Ｂ２）エピタキシャルＳｉ1-aＧｅa（ａ＝０～１）の、歪み及び緩和表面層８の積層
　Ｂ２の部で論じた酸化物支持系を、異なる化学量論的組成のエピタキシャルＳｉＧｅ薄
膜の、緩和並びに歪み表面層８の積層のために確実に用いることができる。第一に、種々
の緩和ＳｉＧｅ層を、格子を整合させた（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｙ2Ｏ3）z複酸化物薄膜の第四
酸化物層６の上部に成長させることができる。例えば、８０％のＧｅ含分を有するＳｉＧ
ｅの表面層８は、ｚ＝０の場合に、格子を整合させた（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｙ2Ｏ3）z薄膜の
第四酸化物層６上で、完全に緩和した状態で成長する。第二に、引張並びに圧縮歪下にあ
る応力を受けたＳｉＧｅ層を実現することができる。例えば、Ｇｅ１００％の層には、ｚ
＝０～１の全ての可能な組成の（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｙ2Ｏ3）zの第四酸化物層６上に圧縮歪
みが生じる。しかしながら、ａ＝１以下の組成のエピタキシャルＳｉ1-aＧｅa薄膜の完全
に緩和した表面層８を、Ｉａ－３関連の第四酸化物層６上に成長させるためには、格子寸
法が十分に大きい新たな酸化物化合物が第四酸化物層６において必要である。最良の選択
は、Ｇｅの格子寸法（ａ＝０．５６５８ｎｍ）をわずかに超える極めて有効な酸素イオン
伝導体Ｂｉ2Ｏ3（格子定数ａ＝０．５６６ｎｍ）である。層厚約１０ｎｍの（Ｂｉ2Ｏ3）

1-x（Ｙ2Ｏ3）xの組成傾斜を有する第四酸化物層６を、工程ｆ）において、Ａ部で詳細に
記載された第三酸化物層５１の上部に成長させる。工程ｆ）における酸化物成長は、Ｐｒ
Ｏ2の格子寸法（ａ＝０．５３３ｎｍ）に整合させるために、（Ｂｉ2Ｏ3）1-z（Ｙ2Ｏ3）

z（ｚ＝０．９２）の組成で開始する。その後、Ｂｉ2Ｏ3の割合を増加させて、目標とな
るエピタキシャルＳｉＧｅの表面層８の格子寸法に整合させる。例えば、工程ｇ）におい
て、完全に緩和したＧｅ１００％の薄膜の成長を達成するために、第四酸化物層６が、そ
の上部層領域において（Ｂｉ2Ｏ3）1-z（Ｙ2Ｏ3）z（ｚ＝０．０３）の組成であることに
よって、完全な格子整合が達成される。最終的に、冷却の前に、ＰＤＡ処理を工程ｈ）に
おいて実施し、第三酸化物層５１の埋込"酸素リザーバー"ＰｒＯ2から第四酸化物層６と
表面層８との間の境界への酸素拡散を活性化する。この処理において第三酸化物層５１の
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ＰｒＯ2がＰｒ2Ｏ3に還元される一方で、金属ケイ酸塩又はＳｉＯ2の第二非晶質中間層７
が埋込界面の酸化により生じる。Ｂ２部における界面層の役割は、Ｂ１部で詳細に論じた
のと同様である。
【００６０】
　実施例２
　ビクスビアイトに関連する酸化物バッファ層を介したＳｉ（１１１）基板ウェハ１上の
窒化インジウム（ＩｎＮ）及び窒化ガリウム（ＧａＮ）薄膜のヘテロエピタキシー
　本発明の他の実施態様に関連して（図２を参照のこと）、六方晶系ウルツ鉱ＩｎＮ（０
００１）及びＧａＮ（０００１）薄膜を、Ｓｉ（１１１）の基板ウェハ１上に、Ｉａ－３
型の混合バッファ酸化物層を介して大域的に積層させるのに適当な構造が設けられる。前
記薄膜の層及びエピタキシャル関係を、以下でＸＲＤにより測定する。ＩＩＩ－Ｖ族及び
ＩＩ－ＶＩ族化合物半導体のうちの立方晶系閃亜鉛鉱と六方晶系ウルツ鉱結晶構造との共
存によって、全面的に立方晶系ＩＶ－ＩＶ族半導体の世界にわたって技術的に十分に確立
されたＳｉ（００１）ウェハ配向の優位性が崩壊する。本発明が、六方晶系ウルツ鉱構造
で結晶化する新規の有用な半導体材料の積層の挑戦にも取り組むための十分な柔軟性を提
供することは、本発明の利点の一つである。低指数（０００１）底面がウルツ鉱に関連す
る構造の最も安定な表面配向であるため、擬似六方晶系Ｓｉ（１１１）基板表面は、この
半導体薄膜の格子対称に合致するための最良の選択である。ビクスビアイトに関連するバ
ッファ酸化物構造は、Ｓｉ（１１１）基板上に立方晶系（１１１）表面配向で成長する。
この結果はもっともであり、それというのも、この表面は立方晶系結晶の場合には最も密
であり、従って最も安定な配向であるためである。実施例１で詳細に論じた本発明の格子
整合及び界面工学的戦略に加えて、安定な表面配向を伴うヘテロエピタキシャル薄膜構造
の成長は、ビクスビアイトに関連する酸化物バッファを介してＳｉ（１１１）プラットホ
ーム上にウルツ鉱に関連する半導体を積層させる場合には更なる利点である。
【００６１】
　Ａ）Ｓｉ（１１１）上の出発酸化物テンプレート構造の作製
　基板ウェハ１はオン又はオフ配向Ｓｉ（１１１）ウェハであってよく、かつ十分に実績
のあるＳｉ（１１１）洗浄法（ＲＣＡ、ピラニア、ＮＨ4Ｆエッチ等）により洗浄する。
Ｓｉ（１１１）上への酸化物テンプレート構造の作製（工程ａ）～ｅ））は、実施例１の
Ａ）部に示した説明にほぼ従う。主な相違点は、第一酸化物層３及び第二酸化物層４の混
合複酸化物（Ｐｒ2Ｏ3）1-x（Ｙ2Ｏ3）x（ｘ＝０．５～０）並びに第三酸化物層５１のＰ
ｒＯ2がＳｉ（１１１）上に立方晶系（１１１）表面配向で成長するという点である。薄
膜の化学量論を以下で定量ＸＰＳを用いて分析し、場合によりＲＢＳにより較正する。
【００６２】
　Ｂ１）緩和六方晶系ウルツ鉱エピタキシャルＩｎＮ（０００１）層の積層
　Ａ部の酸化物テンプレート構造は、（１１１）表面配向を有する（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｓ
ｃ2Ｏ3）zの単結晶第四酸化物層６により工程ｆ）においてエピタキシャル成長する。立
方晶系ＰｒＯ2（１１１）面の表面単位格子寸法に関する格子整合は、ｚ＝０．３７によ
り特徴付けられる組成を用いることにより達成される。六方晶系ＩｎＮ（０００１）底面
の幾分小さな格子寸法（格子定数ａ＝０．３５５ｎｍ）に整合させるために、組成傾斜を
有する（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｓｃ2Ｏ3）zの第四酸化物層６を堆積させねばならならず、この
層の組成は上部表面層領域においてｚ＝０．８５となる。引き続き、工程ｇ）において、
（０００１）表面配向を有する六方晶系ＩｎＮの完全に緩和した表面層８を堆積させるこ
とができる。冷却の前に、工程ｈ）においてＰＤＡ処理を実施し、第三酸化物層５１のＰ
ｒＯ2の弱結合格子酸素を用いた界面酸化による表面層８と第四酸化物層６との引き離し
を行う。
【００６３】
　Ｂ２）歪み六方晶系ウルツ鉱エピタキシャルＧａＮ（０００１）層の積層
　エピタキシャルＧａＮ（０００１）薄膜の積層のために、（１１１）配向を有する（Ｐ
ｒ2Ｏ3）1-z（Ｍｎ2Ｏ3）zの組成傾斜を有する第四酸化物層６を用いなければならない。
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Ａ部の酸化物テンプレートのエピタキシャル成長は、複酸化物構造（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｍ
ｎ2Ｏ3）z（ｚ＝０．２８）の格子整合により達成される。第四酸化物層６の厚さの増加
に伴い、Ｐｒ2Ｏ3の含分がゼロに低減する。複酸化物構造の上部表面領域における化学量
論的組成Ｍｎ2Ｏ3の使用は、元素周期系の公知の全てのビクスビアイトに関連する酸化物
構造のうちで、Ｍｎ2Ｏ3が最も小さな構造寸法を有する結晶構造であるという事実に基づ
く。結果として、立方晶系Ｍｎ2Ｏ3（１１１）面の表面単位格子寸法（格子定数ａ＝０．
３３３ｎｍ）は、ＧａＮ（０００１）底面の幾分小さな値（格子定数ａ＝０．３１９ｎｍ
）に整合する。ビクスビアイトバッファ酸化物アプローチもＧａＮの格子寸法への完全な
整合に適しているわけではないが、支持酸化物バッファと六方晶系ＧａＮ（０００１）の
表面層８との間に残っている約４％の格子不整合が、昨今使用されるＧａＮヘテロエピタ
キシーのためのＳｉＣ及びＡｌ2Ｏ3基板の場合の四倍小さいことは、本発明の重要な利点
の一つである。格子不整合がより小さいことに加えて、ＰＤＡ工程中の界面酸化による表
面層８と第四酸化物層６との切り離し工程ｈ）は、より低い欠陥密度を有する他の基板上
のＧａＮ薄膜のヘテロエピタキシー（工程ｇ））を可能にするための、本発明によりもた
らされた更なる改善点である。
【００６４】
　実施例３
　工程ａ）　Ｓｉ（１１１）基板の作製：
　Ｓｉ技術プラットホームにおける高品質の（０００１）配向単結晶ウルツ鉱ＩｎＮ薄膜
の大域的な積層を、シリコン（Ｓｉ）からなりかつ（１１１）配向を有する単結晶基板ウ
ェハ１で開始する。前記薄膜の層及びエピタキシャル関係を、以下でＸＲＤにより測定す
る。このＳｉ表面配向を選択するのは、立方晶系Ｓｉ（１１１）結晶面が擬似六方晶系表
面対称性を示し、これが、六方晶系ウルツ鉱構造で結晶化するＩＩＩ－Ｖ化合物半導体層
の大域的な積層を達成するのに最適であるためである。Ｓｉ（１１１）ウェハは３００ｍ
ｍの直径を有し、±０．５°の精度でオン配向されており、非ドープである。電気的特性
を、以下で周波数及び温度依存のＣＶ及びＪＶ測定技術により測定する。Ｓｉベースのマ
イクロエレクトロニクスにおいて十分に実績のある標準Ｓｉ（１１１）ウェハ洗浄技術に
より洗浄する。Ｓｉ（１１１）ウェハをピラニアウェットエッチングに曝し、次いで４０
％ＮＨ4Ｆ溶液中で３０分間さらに処理し、その後脱イオン水でリンスする。この方法は
結果的に原子的に平滑なＳｉ（１１１）表面が得られることで知られている。次いで、水
素末端Ｓｉ（１１１）ウェハを湿潤化学的処理の直後に酸化物堆積チャンバ内に挿入する
。ここで、酸化物の堆積の前に、Ｓｉ（１１１）ウェハを超高真空条件下で７００℃でア
ニールすることによって、水素を脱着し、（７×７）のＳｉ（１１１）再構成出発表面を
作製する。表面の再構築を以下でＲＨＥＥＤ技術により測定する。
【００６５】
　工程ｂ）　（Ｐｒ2Ｏ3）0.5（Ｙ2Ｏ3）0.5からなる第一酸化物層３の堆積：
　酸化物堆積を、可能な限り正確にＳｉ格子寸法と整合する高品質の酸化物シード層を用
いて開始する。この酸化物シード層は単結晶であり、立方晶系Ｉａ－３結晶構造で結晶化
する。Ｓｉ（１１１）配向に関するエピタキシャル関係は、その（１１１）表面標準がＳ
ｉ（１１１）表面標準に対して平行に配列しており、かつ、Ｓｉ＜－１－１２＞方位に沿
ったその＜１１－２＞方向の配列により面内対称性に整合するという事実により与えられ
る。このエピタキシャル配向は、Ｓｉ（１１１）基板上の酸化物薄膜のＢタイプのエピタ
キシーと呼称される。この酸化物シード層は、混合（Ｐｒ2Ｏ3）1-x（Ｙ2Ｏ3）x（但し、
ｘ＝０～約０．５の組成）層を用いることにより作製される。薄膜の化学量論を以下で定
量ＸＰＳを用いて分析し、場合によりＲＢＳにより較正する。この化学量論は、Ｐｒ2Ｏ3

及びＹ2Ｏ3のバルク格子定数が、立方晶系Ｓｉ結晶構造（ａ＝５．４３１ｎｍ）に対して
、それぞれ約２％大きすぎる及び小さすぎるという事実から生じる。（Ｐｒ2Ｏ3）0.5（
Ｙ2Ｏ3）0.5薄膜は、別個のＰｒ2Ｏ3及びＹ2Ｏ3るつぼからの同時蒸着により、相応して
較正された材料フラックスを電子ビーム照射セルの出力を用いて調節することによって作
製される。製品規格に相応して９９．９９～９９．９９９％の範囲内の目標となる高純度
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の材料のみを、蒸着るつぼ内に装入する。Ｓｉ（１１１）ウェハ上の混合（Ｐｒ2Ｏ3）0.

5（Ｙ2Ｏ3）0.5薄膜の形成を達成するために、７５０℃のＳｉ（１１１）基板温度を選択
する。基板温度測定を、以下で、基板の近傍に位置する熱電対素線を用いて実施する。Ｓ
ｉ（１１１）上の高品質（Ｐｒ2Ｏ3）0.5（Ｙ2Ｏ3）0.5シード層は１０ｎｍ厚であり、０
．５ｎｍ／秒の速度で成長する。成長速度キャリブレーションを、ＸＲＲ厚さ測定により
、堆積時間の関数として実施する。薄膜の厚さを、以下で非破壊的にＸＲＲ測定により測
定する。
【００６６】
　工程ｃ）　組成傾斜を有する（Ｐｒ2Ｏ3）1-y（Ｙ2Ｏ3）y（ｙ＝０．５～０）からなる
第二酸化物層４の堆積：
　次いで、Ｓｉ（１１１）基板に対して酸化物シード層として同様のエピタキシャル関係
を有する組成傾斜を有する（Ｐｒ2Ｏ3）1-y（Ｙ2Ｏ3）y層が、上部で、Ｙ2Ｏ3含分ｙが０
．５から０へと段階的に低減することによって成長する。この酸化物組成における変化は
、組成傾斜を有する（Ｐｒ2Ｏ3）1-y（Ｙ2Ｏ3）y薄膜の厚さが１０ｎｍとなった後に終了
する。
【００６７】
　工程ｄ）　Ｐｒ2Ｏ3からなる第三酸化物層５０の堆積：
　成長プロセスを中断することなく、２０ｎｍ厚の純粋なＰｒ2Ｏ3層を、組成傾斜を有す
る（Ｐｒ2Ｏ3）1-y（Ｙ2Ｏ3）y層構造の上部で成長させる。この設計されたウェハ構造の
成長工程の間、成長温度を約７５０℃でほぼ一定に保ち、薄膜は０．５ｎｍ／秒の厚さの
割合で成長する。
【００６８】
　工程ｅ）　第一非晶質中間層２の形成及び第三酸化物層５０の酸化：
　この構造を、以下で後堆積アニーリング（ＰＤＡ）処理することによって、同時に、ａ
）非晶質中間薄膜構造（＝第一非晶質中間層２）を、Ｓｉ基板ウェハ１と、第一から第三
酸化物層３、４、５０からなる酸化物バッファとの間に導入し、かつ、ｂ）上部の純粋な
Ｐｒ2Ｏ3薄膜５０を酸化させて化学量論的組成ＰｒＯ2（＝第三酸化物層５１）に変換す
る。この構造を分子酸素１気圧中で温度６００℃で３０分間ＰＤＡ処理に曝すことによっ
て、ここに記載された性質の５０ｎｍ厚の酸化物ヘテロ構造の下方に、約５ｎｍ厚の非晶
質中間層２を作製することができる。高温ウェハの処理は、この段階でのヘテロ構造の熱
サイクルによる欠陥発生を回避するための重要な要件である。ＸＰＳ及びＴｏｆ－ＳＩＭ
Ｓスパッタリング技術によって、非晶質中間層２が、Ｓｉ基板ウェハ１と直接の接触する
ほぼ純粋なＳｉＯ2層を伴って、ケイ酸塩の化学量論的組成を示すことが証明された。相
応して、Ｓｉウェハ構造自体には金属汚染物は検出できなかった。
【００６９】
　同じＰＤＡ処理の間に、上部の２０ｎｍ厚の純粋なＰｒ2Ｏ3層（第三酸化物層５０）が
完全に酸化されてＰｒＯ2（第三酸化物層５１）に変換される。（１１１）配向ＰｒＯ2は
Ｓｉ（１１１）基板に対して（Ｐｒ2Ｏ3）1-x（Ｙ2Ｏ3）xヘテロ構造と同じエピタキシャ
ル関係を有し、かつ、２００ミリバールを超える酸素圧で３００℃を上回る温度に曝され
た場合にはＰｒ2Ｏ3の最終酸化生成物をもたらす。
【００７０】
　工程ｆ）　半導体材料からなる表面層８の格子寸法に整合させるための第四酸化物層６
の堆積：
　次の工程ｆ）は、ウルツ鉱構造を有する、単結晶の機能性（０００１）配向ＩｎＮ表面
層８の堆積のためのＩａ－３ベースの酸化物バッファ層の格子寸法を調節することからな
る。Ｓｉ（１１１）表面格子寸法（ａ＝０．３８４ｎｍ）に対して、六方晶系ＩｎＮ（０
００１）底面の幾分小さな格子寸法（ａ＝０．３５４８ｎｍ）に基づき、Ｐｒ2Ｏ3はより
大幅に小さい格子寸法を有するＩａ－３酸化物と合金化されねばならない。この場合、Ｓ
ｃ2Ｏ3はａ＝０．３４８ｎｍの（１１１）表面単位格子寸法で用いられる。材料は、ここ
でも、高純度（９９．９９～９９．９９９％）の目標で充填された個々のセルから蒸着し



(19) JP 5693497 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

た電子ビームである。組成傾斜を有する（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｓｃ2Ｏ3）z層は、単結晶（１
１１）配向ＰｒＯ2層の上部で７５０℃の成長温度での同時蒸着により堆積される。（Ｐ
ｒ2Ｏ3）1-z（Ｓｃ2Ｏ3）z薄膜は単結晶であり、Ｓｉ（１１１）基板に対して、堆積され
た（Ｐｒ2Ｏ3）1-y（Ｙ2Ｏ3）y（ｙ＝０．５～０）ヘテロ構造と同じエピタキシャル関係
を示す。ＰｒＯ2（１１１）の格子寸法とＩｎＮ（０００１）表面単位格子の格子寸法と
を整合させるために、（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｓｃ2Ｏ3）zの組成を典型的に１０～２０ｎｍの
厚さ範囲にわたってｚ＝０．３７～ｚ＝０．８５に段階的に変化させる。格子調節された
（Ｐｒ2Ｏ3）1-z（Ｓｃ2Ｏ3）zヘテロ構造を安定化し、かつ機能性ＩｎＮ薄膜の積層に関
して原子スケールに制限された粗さを伴うフラットな酸化物バッファを達成するために、
５ｎｍの厚さを有する（Ｐｒ2Ｏ3）0.15（Ｓｃ2Ｏ3）0.85酸化物層を場合により追加で堆
積させる。
【００７１】
　工程ｇ）　単結晶（０００１）配向ウルツ鉱ＩｎＮからなる表面層８の堆積：
　ＩｎＮ薄膜は、ガス系を通じて導入されたチャンバ内の窒素と反応するクヌーセンセル
からの高精製金属Ｉｎ（９９．９９～９９．９９９％）の蒸着によって、酸化物バッファ
上に成長する。Ｉｎと反応する窒素は、プラズマ源支援成長技術で生成された原子窒素で
ある。ＩｎＮは（０００１）配向ウルツ鉱構造で結晶化する。成長温度は７５０℃の範囲
内であり、２００ｎｍ厚のエピタキシャルＩｎＮ薄膜は０．５ｎｍ／秒の速度で成長する
。（０００１）配向ＩｎＮは、その面内ベクトル＜１０－１０＞で＜０１－１＞方位に沿
って配列することにより、酸化物バッファ上で単結晶を成長させることが判明した。この
Ｉａ－３ベースの結晶構造の（１１１）配向立方晶系酸化物バッファ層上のＩｎＮ薄膜の
エピタキシャル関係は、ａ） （０００１）底面がウルツ鉱ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体の
最も安定な表面配向であるという事実、並びに、ｂ） （Ｐｒ2Ｏ3）0.15（Ｓｃ2Ｏ3）0.8

5酸化物バッファ格子寸法がＩｎＮ（００１）面内寸法の整合のために調節されていると
いう事実により説明することができる。
【００７２】
　工程ｈ）　第二非晶質中間層７の形成：
　保護窒素雰囲気下における高温ウェハの処理技術により、設計されたウェハ構造を、Ｉ
ｎＮ堆積の直後に、第二のＰＤＡ処理にかける。この第二のＰＤＡ処理の目的は、ここで
も２つあり、即ち、ａ） 機能性ＩｎＮ層（＝表面層８）の格子構造を酸化物バッファ（
第一から第四酸化物層３、４、５１、６を含む）から切り離し、それによって熱的な不整
合の問題による不所望の欠陥を回避するため、並びに、ｂ） 温度処理によるＩｎＮ薄膜
構造の長距離秩序を改善するためである。
【００７３】
　非晶質界面薄膜構造の作製：ＩｎＮ薄膜は、酸化物バッファとＩｎＮ層８との間に非晶
質中間層７を後堆積作製することによって、酸化物バッファから切り離される。この目的
のために、ヘテロ構造内に組み込まれたＰｒＯ2層５１を内部酸素リザーバーとして用い
る。そのルーズに結合した格子酸素に基づき、ＰｒＯ2薄膜は活性化酸素のキャリアとし
て作用する。５００℃という低い温度であっても、内部ＰｒＯ2薄膜からＰｒ2Ｏ3への還
元が起こる。Ｓｉ（１１１）／酸化物バッファ界面反応は、第一のＰＤＡ工程により前記
条件下ですでに飽和しているため、放出された格子酸素は主に酸化物バッファ／ＩｎＮ境
界で吸着される。この穏やかな条件でのＩａ－３結晶構造をベースとする（Ｐｒ2Ｏ3）1-

z（Ｓｃ2Ｏ3）z酸化物層の高い酸素伝導性に基づき、酸化反応は酸化物バッファ／ＩｎＮ
境界で認められ、これにより、約５ｎｍ厚の非晶質Ｉｎ2Ｏ3界面層が形成する。
【００７４】
　高品質の単結晶ＩｎＮ（０００１）ウルツ鉱薄膜：１０００℃未満でのＩａ－３酸化物
結晶の金属カチオンの低い移動度、並びに界面におけるブロッキング非晶質Ｉｎ2Ｏ3層の
存在に基づき、単結晶ＩｎＮ（０００１）薄膜を、拡散プロセスによる不所望な金属汚染
物のリスクなしに、高められた温度で、保護窒素雰囲気下で、９００℃で１時間、ＰＤＡ
処理にかける。熱処理は、半導体薄膜成長の間に生じる欠陥の修復によりＩｎＮ薄膜の長
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距離秩序を改善するのに役立つ。この方法により作製された単結晶（０００１）配向Ｉｎ
Ｎ薄膜は、１平方センチメートル当たり１０7個の欠陥を示す。
【符号の説明】
【００７５】
　１　基板ウェハ、２　第一非晶質中間層、３　第一酸化物層、４　第二酸化物層、６　
第四酸化物層、７　第二非晶質中間層、８　表面層、３１　第一酸化物層、５０　第三酸
化物層、５１　第三酸化物層、５２　第三酸化物層

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】



(22) JP 5693497 B2 2015.4.1

【図５】

【図６】
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