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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボンドウエーハの表面から水素イオン、希ガスイオン、及びハロゲンイオンのいずれか
少なくとも一種類のガスイオンをイオン注入して該ボンドウエーハ内部にイオン注入層を
形成し、前記ボンドウエーハのイオン注入された側の表面とベースウェーハの表面とを絶
縁膜を介して貼り合わせた後、剥離熱処理を行うことによって前記ボンドウエーハの一部
を前記イオン注入層で剥離して、前記ベースウェーハ上に前記ボンドウエーハの薄膜から
なるＳＯＩ層を有する貼り合わせウエーハを作製し、その後、前記ＳＯＩ層と前記ベース
ウエーハの貼り合わせ界面の結合強度を高めるための結合熱処理を行う貼り合わせＳＯＩ
ウエーハの製造方法であって、
　前記結合熱処理として、９５０℃未満の温度で前記ＳＯＩ層表面に膜厚２００ｎｍ以下
の酸化膜を形成するための酸化熱処理を行った後に、５％以下の酸素を含む不活性ガス雰
囲気で１０００℃以上の温度で熱処理を行い、
　該酸化膜を除去した後、前記ＳＯＩ層の減厚を伴う平坦化処理として、不活性ガス雰囲
気又は還元性ガス雰囲気の熱処理を行った後に、膜厚１００ｎｍ以上の熱酸化膜形成と酸
化膜除去を伴う犠牲酸化処理を行う処理を行い、
　その後、該平坦化処理を行った前記ＳＯＩ層の表面に常圧エピタキシャル成長を行うこ
とを特徴とする貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ＳＯＩウエーハの製造方法に関し、特にボンドウエーハとベースウエーハを
貼り合わせて作製する貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子用のウエーハの一つとして、絶縁膜であるシリコン酸化膜の上にシリコン層
（以下、ＳＯＩ層と呼ぶことがある）を形成したＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓ
ｕｌａｔｏｒ）ウエーハがある。このＳＯＩウエーハは、デバイス作製領域となる基板表
層部のＳＯＩ層が埋め込み酸化膜層（ＢＯＸ層）により基板内部と電気的に分離されてい
るため、寄生容量が小さく、耐放射性能力が高いなどの特徴を有する。そのため、ＳＯＩ
ウエーハは高速・低消費電力動作、ソフトエラー防止などの効果が期待され、高性能半導
体素子用の基板として有望視されている。
【０００３】
　このＳＯＩウエーハを製造する代表的な方法として、ウエーハ貼り合わせ法やＳＩＭＯ
Ｘ法が挙げられる。ウエーハ貼り合わせ法は、例えば２枚のシリコン単結晶ウエーハのう
ちの少なくとも一方の表面に熱酸化膜を形成した後、この形成した熱酸化膜を介して２枚
のウエーハを密着させ、結合熱処理を施すことによって結合力を高め、その後に片方のウ
エーハ（ＳＯＩ層を形成するウエーハ（以下、ボンドウエーハ））を鏡面研磨等により薄
膜化することによってＳＯＩウエーハを製造する方法である。また、この薄膜化の方法と
しては、ボンドウエーハを所望の厚さまで研削、研磨する方法や、ボンドウエーハの内部
に水素イオンまたは希ガスイオンの少なくとも１種類を注入してイオン注入層を形成して
おき、貼り合わせ後、イオン注入層においてボンドウエーハを剥離するイオン注入剥離法
と呼ばれる方法等がある。
【０００４】
　一方、ＳＩＭＯＸ法は、単結晶シリコン基板の内部に酸素をイオン注入し、その後に高
温熱処理（酸化膜形成熱処理）を行って注入した酸素とシリコンとを反応させてＢＯＸ層
を形成することによってＳＯＩウエーハを製造する方法である。
【０００５】
　上記の代表的な２つの手法のうち、ウエーハ貼り合わせ法は、作製されるＳＯＩ層やＢ
ＯＸ層の厚さが自由に設定できるという優位性があるため、様々なデバイス用途に適用す
ることが可能である。
【０００６】
　特に、ウエーハ貼り合わせ法の一つである前記イオン注入剥離法は、上記優位性に加え
て、さらに優れた膜厚均一性を有するという特徴があり、該方法によればウエーハ全面で
安定したデバイス特性を得ることが出来る。
【０００７】
　しかしながら、ＳＯＩ層の厚さが数μｍと厚くなると、イオン注入機の最大加速電圧の
制限から、イオン注入剥離法だけでは対応することが出来なくなる。これを解決する方法
として、イオン注入剥離法で作製した貼り合わせウエーハの表面にエピタキシャル成長を
行う方法がある（特許文献１）。この方法を用いることで、ＳＯＩ層の厚さを数μｍと自
由に厚く設定出来ると同時に、研削・研磨法による貼り合わせウエーハで得ることが出来
ない、高いＳＯＩ層厚均一性を得ることが出来る。
【０００８】
　しかしながら、前記方法によりイオン注入剥離法で作製した貼り合わせウエーハ上にエ
ピタキシャル成長を行って、ＳＯＩ層が数μｍの厚さの貼り合わせウエーハを作製した際
、ウエーハ表面に多数のエピタキシャル層の欠陥が存在することが明らかとなった。その
ため、エピタキシャル層の欠陥が抑制された貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法の開発
が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】特開２０００－３０９９５号公報
【特許文献２】特開２０１０－９８１６７号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】半導体シリコン結晶学、志村、丸善、１９９３年、Ｐ．２３２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、前記問題を解決するためになされたものであり、イオン注入剥離法を用いて
貼り合わせＳＯＩウエーハを製造する方法であって、イオン注入剥離法を用いて作製した
貼り合わせウエーハのＳＯＩ層の表面上にエピタキシャル成長を行った場合に、該エピタ
キシャル層の欠陥密度が少ない貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法を提供すること目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明では、
　ボンドウエーハの表面から水素イオン、希ガスイオン、及びハロゲンイオンのいずれか
少なくとも一種類のガスイオンをイオン注入して該ボンドウエーハ内部にイオン注入層を
形成し、前記ボンドウエーハのイオン注入された側の表面とベースウェーハの表面とを絶
縁膜を介して貼り合わせた後、剥離熱処理を行うことによって前記ボンドウエーハの一部
を前記イオン注入層で剥離して、前記ベースウェーハ上に前記ボンドウエーハの薄膜から
なるＳＯＩ層を有する貼り合わせウエーハを作製し、その後、前記ＳＯＩ層と前記ベース
ウエーハの貼り合わせ界面の結合強度を高めるための結合熱処理を行う貼り合わせＳＯＩ
ウエーハの製造方法であって、
　前記結合熱処理として、９５０℃未満の温度で前記ＳＯＩ層表面に酸化膜を形成するた
めの酸化熱処理を行った後に、５％以下の酸素を含む不活性ガス雰囲気で１０００℃以上
の温度で熱処理を行い、
　該酸化膜を除去した後、前記ＳＯＩ層の減厚を伴う平坦化処理を行い、
　その後、該平坦化処理を行った前記ＳＯＩ層の表面にエピタキシャル成長を行うことを
特徴とする貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法を提供する。
【００１３】
　このように、前記ＳＯＩ層と前記ベースウエーハの貼り合わせ界面の結合強度を高める
ための結合熱処理を行う貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法において、前記結合熱処理
として、まず９５０℃未満の温度で酸化熱処理を行うことにより、格子間シリコン原子の
発生を抑えてＯＳＦ等の結晶欠陥の発生を防止しながら、貼り合わせウェーハの薄膜表面
に酸化膜を形成することができる。これにより、薄膜の機械的ダメージが残っている領域
が酸化されて、後工程で膜厚均一性を保持しながら効率的に除去することができる。そし
て、この酸化熱処理後に５％以下の酸素を含む不活性ガス雰囲気で１０００℃以上の温度
で結合熱処理を行うことにより、酸化膜のエッチングと成長の両方を抑えて、表面の面荒
れを防止しながら貼り合わせ界面の結合強度を十分に高くすることができる。
【００１４】
　さらに、前記結合熱処理後、該酸化膜を除去した後、前記ＳＯＩ層の減厚を伴う平坦化
処理を行い、その後、該平坦化処理を行った前記ＳＯＩ層の表面にエピタキシャル成長を
行う貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法であれば、貼り合わせウエーハのＳＯＩ層の表
面上にエピタキシャル成長を行う前にＳＯＩ表面上の欠陥を著しく低減させることができ
るため、該ＳＯＩ表面上に成長したエピタキシャル層の欠陥密度が少ない貼り合わせＳＯ
Ｉウエーハの製造方法となる。
【００１５】
　また、前記酸化熱処理において、前記ＳＯＩ層表面に膜厚２００ｎｍ以下の酸化膜を形
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成することが好ましい。
【００１６】
　このように、前記酸化熱処理において、前記ＳＯＩ層表面に膜厚２００ｎｍ以下の酸化
膜を形成するようにすれば、前記ＳＯＩ層表面に形成される酸化膜は前記熱処理時に生じ
る格子間シリコンの注入や積層欠陥を抑制する上、最終的なエピタキシャル層の欠陥を著
しく低減することができるため好ましい。
【００１７】
　さらに、前記平坦化処理が、不活性ガス雰囲気又は還元性ガス雰囲気の熱処理を行った
後に、熱酸化膜形成と酸化膜除去を伴う犠牲酸化処理を行う処理であることが好ましい。
【００１８】
　このような平坦化処理であれば、前記ＳＯＩ層に残留するダメージ層をさらに除去する
ことができるため、前記ＳＯＩ層の表面上にエピタキシャル成長を行った場合に、該エピ
タキシャル層の欠陥密度が極めて少ない貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法となる。
【００１９】
　また、前記平坦化処理が、表面研磨のみを行う処理、及び不活性ガス雰囲気若しくは還
元性ガス雰囲気の熱処理を行った後に表面研磨を行う処理のいずれかの処理であることが
好ましい。
【００２０】
　このような平坦化処理であっても、前記ＳＯＩ層に残留するダメージ層をさらに除去す
ることができるため、前記ＳＯＩ層の表面上にエピタキシャル成長を行った場合に、該エ
ピタキシャル層の欠陥密度が極めて少ない貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法となる。
【００２１】
　さらに、前記犠牲酸化処理において、膜厚１００ｎｍ以上の犠牲酸化膜を形成すること
が好ましい。
【００２２】
　このように、前記犠牲酸化処理において、膜厚１００ｎｍ以上の犠牲酸化膜を形成すれ
ば、前記ＳＯＩ層に残留するダメージ層をさらに除去することができるため、前記ＳＯＩ
層の表面上にエピタキシャル成長を行った場合に、該エピタキシャル層の欠陥密度が極め
て少ない貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法となる。
【００２３】
　また、前記エピタキシャル成長が、常圧エピタキシャル成長であることが好ましい。
【００２４】
　このように、前記エピタキシャル成長を、常圧エピタキシャル成長とすれば、常圧エピ
タキシャル成長は減圧エピタキシャル成長に比べてエピタキシャル成長速度が高いため、
エピタキシャル成長後のエピタキシャル層の欠陥密度をより低減することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上説明したように本発明によれば、結合熱処理中のＳＯＩ層の表面上の結晶欠陥発生
を抑制できる上、結合熱処理後にＳＯＩ層の表面の結晶欠陥を除去することができるので
、ＳＯＩ層の表面上にエピタキシャル成長を行った場合に、該エピタキシャル層の欠陥密
度が少ない貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係る貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法の一実施形態を示す工程フロ
ー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明に係る貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法の好適な実施形態について図
面を参照して説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
　前述のように、エピタキシャル層の欠陥が抑制された貼り合わせＳＯＩウエーハの製造
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方法の開発が望まれていた。
【００２８】
　エピタキシャル成長はウエーハ表面の欠陥に対して非常に敏感な為、通常のＳＯＩエッ
チピット検査では検出することが出来ない微小なＳＯＩウエーハ上の欠陥も、パーティク
ルカウンターなどで容易に検出出来る大きさのエピタキシャル層の欠陥に拡大してしまう
。この為、エピタキシャル成長後に生じるエピタキシャル層の欠陥を低減させる為には、
エピタキシャル成長前のＳＯＩ層表面上の微小な欠陥を含む欠陥密度を低減させる必要が
ある。
【００２９】
　非特許文献１によると、ＳＯＩ層とベースウエーハの貼り合わせ界面の結合強度は、結
合熱処理温度に依存し、その結合状態は、
　　　Ｉ相：＜２００℃　　ＳｉＯＨ：（Ｈ２Ｏ）２：（Ｈ２Ｏ）２：ＨＯＳｉ
　　ＩＩ相：＞２００℃　　ＳｉＯＨ：ＨＯＳｉ＋（Ｈ２Ｏ）４

　ＩＩＩ相：＞７００℃　　Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ＋Ｈ２Ｏ
　　ＩＶ相：＞１０００℃　ＳｉＯＸ

であり、該貼り合わせ界面の結合強度を最も強くする為には、１０００℃以上の温度で結
合熱処理を行い、該貼り合わせ界面にＳｉＯＸ結合を形成する必要がある。
【００３０】
　イオン注入剥離法で剥離熱処理を行った後の貼り合わせウエーハの剥離面には、剥離時
に発生した機械的ダメージや水素等のイオン注入時に発生した注入ダメージが存在する。
この為、９５０℃以上の温度で、酸化性雰囲気にて結合熱処理を行うと、この処理の酸化
時に発生した多量の格子間Ｓｉ原子が、剥離時等に発生したダメージに集まり、ＯＳＦな
どの結晶欠陥を引き起こしてしまう。この対策として、一度、９５０℃未満の温度でダメ
ージ層を犠牲酸化したのち、１０００℃以上の温度で５％以下の酸素を含む不活性ガス雰
囲気にて結合熱処理を行う方法が、引用文献２に記載されている。
【００３１】
　しかしながら、たとえ、犠牲酸化の酸化温度が９５０℃未満の温度であっても、形成さ
れる酸化膜厚が厚い場合は、ＳＯＩ層へ注入される格子間Ｓｉの量が多くなるため、微小
欠陥が発生しやすくなる。
【００３２】
　このような状況の中、結合熱処理後に、不活性ガス雰囲気や還元性ガス雰囲気等による
平坦化処理を行っても、ＳＯＩ層表面上の微小欠陥を十分に低減することが出来ない。こ
こで、微小欠陥が十分に低減されていないＳＯＩ層表面に対してエピタキシャル成長を行
うと、ＳＯＩ層表面上の微小欠陥が強調されて巨大化し、エピタキシャル成長後のＳＯＩ
ウエーハ表面上にエピタキシャル層の欠陥が多発すると考えられる。
【００３３】
　本発明者らは、鋭意検討を重ねたところ、イオン注入剥離法を用いて作製した貼り合わ
せウエーハの製造方法において、結合熱処理時の熱処理条件と、その後の平坦化処理条件
を最適化することで、剥離熱処理後のＳＯＩ層表面上の微小欠陥を十分に低減することが
出来ることを見出し、微小欠陥が十分に低減されたＳＯＩ層表面に対してエピタキシャル
成長を行うことで、ＳＯＩ層の表面上にエピタキシャル成長を行った場合に、該エピタキ
シャル層の欠陥密度が少ない貼り合わせＳＯＩウエーハを製造できることを見出して本発
明を完成させるに至った。
【００３４】
　すなわち、本発明は、
　ボンドウエーハの表面から水素イオン、希ガスイオン、及びハロゲンイオンのいずれか
少なくとも一種類のガスイオンをイオン注入して該ボンドウエーハ内部にイオン注入層を
形成し、前記ボンドウエーハのイオン注入された側の表面とベースウェーハの表面とを絶
縁膜を介して貼り合わせた後、剥離熱処理を行うことによって前記ボンドウエーハの一部
を前記イオン注入層で剥離して、前記ベースウェーハ上に前記ボンドウエーハの薄膜から
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なるＳＯＩ層を有する貼り合わせウエーハを作製し、その後、前記ＳＯＩ層と前記ベース
ウエーハの貼り合わせ界面の結合強度を高めるための結合熱処理を行う貼り合わせＳＯＩ
ウエーハの製造方法であって、
　前記結合熱処理として、９５０℃未満の温度で前記ＳＯＩ層表面に酸化膜を形成するた
めの酸化熱処理を行った後に、５％以下の酸素を含む不活性ガス雰囲気で１０００℃以上
の温度で熱処理を行い、
　該酸化膜を除去した後、前記ＳＯＩ層の減厚を伴う平坦化処理を行い、
　その後、該平坦化処理を行った前記ＳＯＩ層の表面にエピタキシャル成長を行うことを
特徴とする貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法を提供する。
【００３５】
　このように、本発明ではイオン注入剥離法を用いた貼り合わせウエーハの製造における
、結合熱処理工程において、まず、９５０℃未満の温度で薄い酸化膜を形成するための酸
化熱処理を行った後に、５％以下の酸素を含む不活性ガス雰囲気で１０００℃以上の温度
で結合熱処理を行う。この時、９５０℃未満の温度の熱処理によりＳＯＩ層の表面に形成
される酸化膜の膜厚は薄い。一方でイオン注入時のダメージ層はＳＯＩ層の表面に比較的
厚く残っている。しかし、このダメージはＳＯＩ層の表面に近づくほど大きく、深さ方向
に進むに従って小さいので、ダメージが最も大きい該表面付近のダメージは前記酸化熱処
理で形成された前記酸化膜を結合熱処理工程後に除去することで十分に除去することが出
来る。また、前記酸化熱処理により形成される酸化膜厚が薄いため、酸化により新たに注
入される格子間Ｓｉの量が少ないので、ＯＳＦなどの積層欠陥は形成されにくい。
【００３６】
　前記結合熱処理後に、前記酸化膜を除去した後、前記ＳＯＩ層の減厚を伴う平坦化処理
を行う。該平坦化処理は、不活性ガス雰囲気又は還元性ガス雰囲気の熱処理を行った後に
、熱酸化膜形成と酸化膜除去を伴う犠牲酸化処理を行う処理であることが好ましく、又は
表面研磨のみを行う処理、及び不活性ガス雰囲気若しくは還元性ガス雰囲気の熱処理を行
った後に表面研磨を行う処理のいずれかの処理であることが好ましい。
【００３７】
　例えば、１１００℃以上の不活性ガス雰囲気下で熱処理を行うと、前記ＳＯＩ層の格子
間Ｓｉ密度が大きく低下する。この後、熱酸化膜形成と酸化膜除去を伴う犠牲酸化処理を
行うことで膜厚調整、剥離時のダメージ層の除去をすることができる。前記ＳＯＩ層の格
子間Ｓｉが少ない条件下で前記熱酸化膜形成が行われる為、該酸化で格子間Ｓｉが注入さ
れても、積層欠陥などの微小な欠陥が成長できず、かつ、残留している剥離時のダメージ
層は酸化膜により十分に除去される。ゆえに、エピタキシャル成長前の時点で、ＳＯＩ層
表面の微小な欠陥の密度を低くできるので、エピタキシャル成長後のエピタキシャル層の
欠陥密度を大幅に低減できる。
【００３８】
　一方、結合熱処理後に不活性ガス雰囲気下で１１００℃以上の平坦化処理（ＳＯＩ層の
減厚を伴わない平坦化処理）のみを行った状態でもＳＯＩ層表面に観察される欠陥は多少
低減されるが、剥離時のダメージ層の除去が十分ではないため、エピタキシャル成長によ
って顕在化するサイズの微小欠陥が残留している。そのため、エピタキシャル成長後のエ
ピタキシャル層の欠陥密度が増大してしまう。
【００３９】
　図１は、本発明に係る貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法の一実施形態を概略的に示
す工程フロー図である。以下詳細に説明する。
【００４０】
［ボンドウエーハとベースウエーハの準備］
　図１において、まず、材料ウエーハとしてシリコン単結晶からなるベアウェーハを２枚
用意する。ベアウェーハには、ポリッシュウェーハ、エピタキシャルウエーハ、熱処理ウ
エーハ等、様々なウエーハが存在するが、その種類に関係なく本発明に適用することが出
来る。まず、ボンドウエーハ１として、前記ベアウエーハに絶縁膜として、例えば酸化膜
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２を形成する。酸化膜２が形成されたボンドウエーハ１の表面から水素イオンの注入を行
い、所望の深さに均一に水素高濃度層３（イオン注入層）を形成する。エピタキシャル成
長を行わない通常のイオン注入剥離法による貼り合わせウエーハでは、水素高濃度層３の
深さが最終的に得られるＳＯＩ層の厚さを決める。ここで、注入イオンは水素としている
が、水素ガスのみに限定されるものではなく、希ガスあるいはハロゲンガスでも構わない
。ベースウェーハ４としては前記ベアウェーハを用いる。ここで、ボンドウエーハ１を水
素高濃度層３を有するベアウェーハとし、ベースウェーハ４を酸化膜付ウエーハとしても
よい。また、絶縁膜を介してボンドウエーハとベースウエーハが貼り合わされるのであれ
ば酸化膜はいずれのウエーハにあっても良いし、共に酸化膜付ウエーハとすることもでき
る。
【００４１】
［（ａ）貼り合わせ前洗浄工程］
　材料ウエーハの表面に付着しているパーティクルおよび有機物などの汚染物を除去する
ため、前記ボンドウエーハ１と前記ベースウェーハ４の貼り合わせ前洗浄を行う。この時
、洗浄工程はＲＣＡ洗浄等を用いる。
【００４２】
［（ｂ）貼り合わせ工程］
　洗浄された前記ボンドウエーハ１のイオン注入された側の表面と、前記ベースウェーハ
４の表面とを絶縁膜を介して貼り合わせる。
【００４３】
［（ｃ）剥離熱処理工程］
　貼り合わせ工程において貼り合わせた前記ボンドウエーハ１と前記ベースウェーハ４を
、例えば窒素雰囲気で５００℃程度の剥離熱処理を行うと、ボンドウエーハ１内の水素高
濃度層３にキャビティと呼ばれる欠陥層が形成される。この欠陥層がボンドウエーハ１内
部で水平方向に繋がることで、ボンドウエーハ１の一部がボンドウエーハ１内の水素高濃
度層３で剥離する。これにより、ボンドウエーハ１の他の一部がベースウェーハ４に転写
され、ＳＯＩ層５となり、貼り合わせＳＯＩウエーハが形成される。この際、前記絶縁膜
は埋め込み酸化膜層６（ＢＯＸ層）となる。
【００４４】
［（ｄ）結合熱処理工程］
　前記ＳＯＩ層と前記ベースウエーハの貼り合わせ界面の結合力を高めるため、結合熱処
理を行う。該結合熱処理として、まず、９５０℃未満の温度で酸化熱処理を行い、ＳＯＩ
層５の表面に例えば１５０ｎｍの薄い酸化膜７を形成し、その後、５％以下の酸素を含む
不活性ガス雰囲気で１０００℃以上の熱処理を行う。
【００４５】
　このように、結合熱処理においては、まず、９５０℃未満の低い温度で酸化熱処理を行
うので、通常はＳＯＩ層５の表面に３００ｎｍ以下の薄い熱酸化膜７が形成される。これ
により、続く５％以下の酸素を含む不活性ガス雰囲気で１０００℃以上の熱処理を行うと
き、前記ＳＯＩ層の剥離面への格子間シリコンの注入が少なく、積層欠陥も形成されにく
い。この際、結合熱処理工程にてＳＯＩ層表面に形成する前記薄い酸化膜７の膜厚は２０
０ｎｍ以下とすることが好ましい。前記酸化熱処理で形成される酸化膜７の膜厚が２００
ｎｍ以下であれば、最終的なエピタキシャル層の欠陥を極めて低減することができ、ウエ
ーハの製品品質が向上する。
【００４６】
　尚、９５０℃未満の温度で形成する薄い酸化膜厚は、その後に行われる５％以下の酸素
を含む不活性ガス雰囲気での熱処理時に、酸化膜のエッチングによる面粗れを防止するた
め１０ｎｍ以上形成することが好ましい。また、５％以下の酸素を含む不活性ガス雰囲気
での熱処理における酸素濃度の下限値、及び、熱処理温度の上限値は特に限定されないが
、酸化膜のエッチングによる面粗れを確実に防止するため、酸素濃度は０．５％以上とす
ることが好ましく、酸化膜の成長による格子間シリコンの過剰な注入を防止するため、熱
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処理温度は１２００℃以下とすることが好ましい。
【００４７】
［（ｅ）平坦化処理工程］
　次に、結合熱処理で形成された表面酸化膜７を除去後、ＳＯＩ層５の減厚を伴う平坦化
処理工程を行う。この平坦化処理としては、不活性ガス雰囲気または還元性ガス雰囲気の
熱処理を行った後に、熱酸化膜形成と酸化膜除去を伴う犠牲酸化処理を行う処理とするこ
とができ、また表面研磨のみを行う処理、或いは、不活性ガス雰囲気または還元性ガス雰
囲気の熱処理を行った後に表面研磨を行う処理とすることができる。該平坦化処理工程に
より、前記ＳＯＩ層５の表面に残留するダメージが除去されたＳＯＩ層８を得ることがで
きる。
【００４８】
　前記不活性ガス雰囲気としては、例えばアルゴンガスなどの不活性ガスが１００％雰囲
気や、数％程度以下の微量の酸素ガスを含む不活性ガス雰囲気とすることができ、１２０
０℃以上の温度で熱処理を行うことが好ましい。
【００４９】
　前記還元性ガス雰囲気としては、水素ガス１００％雰囲気や水素ガスと不活性ガスの混
合ガス雰囲気とすることができ、１１００℃以上の温度で熱処理を行うことが好ましい。
【００５０】
　これらの不活性ガス雰囲気または還元性ガス雰囲気の熱処理だけでは前記ＳＯＩ層５の
減厚は伴わないので、エピタキシャル層の欠陥を十分に低減することはできない。そのた
め、前記平坦化処理として、不活性ガス雰囲気または還元性ガス雰囲気の熱処理を行った
後に、熱酸化膜形成と酸化膜除去を伴う犠牲酸化処理を行うことができる。該犠牲酸化処
理により形成する熱酸化膜の膜厚は、前記ＳＯＩ層５に残留するダメージ層を確実に除去
するため、１００ｎｍ以上とすることが好ましい。
【００５１】
　一方、前記平坦化処理（ＳＯＩ層の減厚を伴う平坦化処理）として、表面研磨のみを行
う処理、及び不活性ガス雰囲気若しくは還元性ガス雰囲気の熱処理を行った後に表面研磨
を行う処理のいずれかの処理を行うこともできる。その場合の研磨代としては、ＳＯＩ層
の膜厚均一性の低下を考慮し、１００ｎｍ以下とすることが好ましい。
【００５２】
［（ｆ）エピタキシャル成長工程］
　次に、前記平坦化処理工程を行ったＳＯＩ層８の表面にエピタキシャル成長を行い、所
定の厚さの厚膜ＳＯＩ層９を形成する。エピタキシャル成長条件は特に限定されず、常圧
エピタキシャル成長、減圧エピタキシャル成長のいずれも適用することができるが、常圧
エピタキシャル成長は減圧エピタキシャル成長に比べてエピタキシャル成長速度が高く、
本発明を適用した場合、エピタキシャル成長後のエピタキシャル層の欠陥の密度をより低
減する効果が得られる。
【実施例】
【００５３】
　以下、実施例、比較例を示し、本発明をより具体的に説明するが、本発明は下記の実施
例に限定されるものではない。各実施例、比較例の結果は表１に示す。
【００５４】
（実施例１）
　材料ウエーハとして、直径３００ｍｍ、結晶方位＜１００＞のシリコンベアウエーハを
用意する。該シリコンベアウエーハをボンドウエーハとしてボンドウエーハ上に２００ｎ
ｍの酸化膜を形成した。該ボンドウエーハに、加速電圧８０ｋｅＶ、注入量７×１０１６

／ｃｍ２の水素イオンを注入して該ボンドウエーハ内部にイオン注入層を形成する。ＲＣ
Ａ洗浄等から構成される貼り合わせ前洗浄を行った後、室温にて前記ボンドウエーハのイ
オン注入された側の表面とベースウェーハの表面とを酸化膜を介して貼り合わせを行った
。該ベースウエーハとしては前記シリコンベアウエーハを用いた。その後、剥離熱処理は
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５００℃で行い、ベースウェーハ上に酸化膜とＳｉとから成る薄膜層を転写してＳＯＩ層
を有する貼り合わせウエーハを作製した。
【００５５】
　続いて、前記ＳＯＩ層を有する貼り合わせウエーハに対して結合熱処理を行った。具体
的には、まず、９００℃にてパイロ酸化（酸化熱処理）を行い、１５０ｎｍの酸化膜を形
成後、Ａｒを主体とした雰囲気に２％の酸素を導入して、１１００℃、２時間の熱処理を
行った。
【００５６】
　前記結合熱処理後、ＳＯＩ層表面の酸化膜をＨＦ水溶液で除去した。その後、平坦化処
理として、Ａｒガス１００％の不活性ガス雰囲気下、１２００℃、１時間の熱処理を行い
、犠牲酸化処理として３００ｎｍの酸化膜形成と酸化膜除去を行い、ダメージ除去とＳＯ
Ｉ層の膜厚調整を行った。
【００５７】
　ＳＯＩ層の膜厚調整後のＳＯＩウエーハを１枚抜き取り、混酸エッチングによるＳＯＩ
層表面の欠陥評価を行った結果、欠陥密度は２０／ｃｍ２であることが確認された。
【００５８】
　これと同一の製造条件で作製したＳＯＩウエーハ上に、常圧によるエピタキシャル成長
を行った。このエピタキシャル表面を観察したところ、エピタキシャル層の欠陥は３個／
ｗａｆｅｒとなった。
（エピタキシャル成長条件）
　原料ガス：トリクロロシラン、温度：１１００℃、エピタキシャル層膜厚：３μｍ
【００５９】
　常圧エピタキシャル成長を行ったＳＯＩウエーハと同一の製造条件で作製したＳＯＩウ
エーハ上に、減圧（１０７ｈＰａ（８０ｔｏｒｒ））によるエピタキシャル成長を行った
。このエピタキシャル層の表面を観察したところ、エピタキシャル層の欠陥は６個／ｗａ
ｆｅｒとなった。
（エピタキシャル成長条件）
　原料ガス：ジクロロシラン、温度：１０８０℃、エピタキシャル層膜厚：３μｍ
【００６０】
　（実施例２）
　材料ウエーハとして、直径３００ｍｍ、結晶方位＜１００＞のシリコンベアウエーハを
用意する。該シリコンベアウエーハをボンドウエーハとしてボンドウエーハに２００ｎｍ
の酸化膜を形成した。該ボンドウエーハに、加速電圧８０ｋｅＶ、注入量７×１０１６／
ｃｍ２の水素イオンを注入して該ボンドウエーハ内部にイオン注入層を形成する。ＲＣＡ
洗浄等から構成される貼り合わせ前洗浄を行った後、室温にて前記ボンドウエーハのイオ
ン注入された側の表面とベースウェーハの表面とを酸化膜を介して貼り合わせを行った。
該ベースウエーハとしては前記シリコンベアウエーハを用いた。その後、剥離熱処理は５
００℃で行い、ベースウェーハ上に酸化膜とＳｉとから成る薄膜層を転写して、ＳＯＩ層
を有する貼り合わせウエーハを作製した。
【００６１】
　続いて、ＳＯＩ層を有する貼り合わせウエーハに対して結合熱処理を行った。具体的に
は、まず、９００℃にてパイロ酸化（酸化熱処理）を行い、２００ｎｍの酸化膜を形成後
、Ａｒを主体とした雰囲気に２％の酸素を導入して、１１００℃、２時間の熱処理を行っ
た。
【００６２】
　結合熱処理後、ＳＯＩ層表面の酸化膜をＨＦ水溶液で除去した。その後、平坦化処理と
して、Ａｒガス１００％の不活性ガス雰囲気下、１２００℃、１時間の熱化処理を行い、
犠牲酸化処理として２５０ｎｍの酸化と酸化膜除去を行い、ダメージ除去とＳＯＩ層の膜
厚調整を行った。
【００６３】
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　ＳＯＩ層の膜厚調整後のＳＯＩウエーハを１枚抜き取り、混酸エッチングによるＳＯＩ
層表面の欠陥評価を行った結果、欠陥密度は２５／ｃｍ２であることが確認された。
【００６４】
　これと同一の製造条件で作製したＳＯＩウエーハ上に、常圧によるエピタキシャル成長
を行った。このエピタキシャル層の表面を観察したところ、エピタキシャル層の欠陥５個
／ｗａｆｅｒとなった。
（エピタキシャル成長条件）
　原料ガス：トリクロロシラン、温度：１１００℃、エピタキシャル層膜厚：３μｍ
【００６５】
　常圧エピタキシャル成長を行ったＳＯＩウエーハと同一の製造条件で作製したＳＯＩウ
エーハ上に、減圧（１０７ｈＰａ（８０ｔｏｒｒ））によるエピタキシャル成長を行った
。このエピタキシャル層の表面を観察したところ、エピタキシャル層の欠陥は９個／ｗａ
ｆｅｒとなった。
（エピタキシャル成長条件）
　原料ガス：ジクロロシラン、温度：１０８０℃、エピタキシャル層膜厚：３μｍ
【００６６】
（実施例３）
　材料ウエーハとして、直径３００ｍｍ、結晶方位＜１００＞のシリコンベアウエーハを
用意する。該シリコンベアウエーハをボンドウエーハとしてボンドウエーハに２００ｎｍ
の酸化膜を形成した。該ボンドウエーハに、加速電圧８０ｋｅＶ、注入量７×１０１６／
ｃｍ２の水素イオンを注入して該ボンドウエーハ内部にイオン注入層を形成する。ＲＣＡ
洗浄等から構成される貼り合わせ前洗浄を行った後、室温にて前記ボンドウエーハのイオ
ン注入された側の表面とベースウェーハの表面とを酸化膜を介して貼り合わせを行った。
該ベースウエーハとしては前記シリコンベアウエーハを用いた。その後、剥離熱処理は５
００℃で行い、ベースウェーハ上に酸化膜とＳｉとから成る薄膜層を転写して、ＳＯＩ層
を有する貼り合わせウエーハを作製した。
【００６７】
　続いて、ＳＯＩ層を有する貼り合わせウエーハに対して結合熱処理を行った。具体的に
は、まず、９００℃にてパイロ酸化（酸化熱処理）を行い、２５０ｎｍの酸化膜を形成後
、Ａｒを主体とした雰囲気に２％の酸素を導入して、１１００℃、２時間の熱処理を行っ
た。
【００６８】
　結合熱処理後、ＳＯＩ層表面の酸化膜をＨＦ水溶液で除去した。その後、平坦化処理と
して、Ａｒガス１００％の不活性ガス雰囲気下、１２００℃、１時間の熱処理を行い、犠
牲酸化処理として２００ｎｍの酸化と酸化膜除去を行い、ダメージ除去とＳＯＩ層の膜厚
調整を行った。
【００６９】
　ＳＯＩ層の膜厚調整後のＳＯＩウエーハを１枚抜き取り、混酸エッチングによるＳＯＩ
層表面の欠陥評価を行った結果、欠陥密度は１０／ｃｍ２と高品質であることが確認され
た。
【００７０】
　これと同一の製造条件で作製したＳＯＩウエーハ上に、常圧によるエピタキシャル成長
を行った。このエピタキシャル層の表面を観察したところ、エピタキシャル層の欠陥は３
０個／ｗａｆｅｒとなった。
（エピタキシャル成長条件）
　原料ガス：トリクロロシラン、温度：１１００℃、エピタキシャル層膜厚：３μｍ
【００７１】
　常圧エピタキシャル成長を行ったＳＯＩウエーハと同一の製造条件で作製したＳＯＩウ
エーハ上に、減圧（１０７ｈＰａ（８０ｔｏｒｒ））によるエピタキシャル成長を行った
。このエピタキシャル層の表面を観察したところ、エピタキシャル層の欠陥は２００個／
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ｗａｆｅｒとなった。
（エピタキシャル成長条件）
　原料ガス：ジクロロシラン、温度：１０８０℃、エピタキシャル層膜厚：３μｍ
【００７２】
　実施例１～３の結果より、イオン注入剥離法でウエーハを剥離後、一度、９５０℃未満
の温度で薄い酸化膜を形成して結合熱処理を行った後、ＳＯＩ層の減厚を伴う平坦化処理
（不活性ガス雰囲気の熱処理＋犠牲酸化処理）を行ったところ、エピタキシャル層の欠陥
密度が低い、高品質の厚膜ＳＯＩ層を有する貼り合わせＳＯＩウエーハが作製出来た。こ
の際、結合熱処理時に形成する酸化膜厚が２００ｎｍ以下の場合には、エピタキシャル層
の欠陥を極めて低減することができたが、酸化膜厚が２５０ｎｍの場合（実施例３）は、
エピタキシャル層形成前の表面欠陥が少ないにもかかわらず酸化膜厚が２００ｎｍ以下の
場合と比較するとエピタキシャル層の欠陥が多くなる傾向があった。また、常圧エピタキ
シャルと減圧エピタキシャルを比較すると、常圧エピタキシャルの方がエピタキシャル層
の欠陥をより低減できる傾向が見られた。
【００７３】
（比較例１）
　実施例１と同一条件で結合熱処理まで行ったＳＯＩウエーハを用意し、ＳＯＩ層表面の
酸化膜をＨＦ水溶液で除去し、平坦化処理を行わないでそのまま実施例１と同一条件でエ
ピタキシャル成長を行った。混酸エッチングによりＳＯＩ層表面の欠陥評価を行った結果
、結合熱処理直後のＳＯＩ層表面の欠陥密度は２０／ｃｍ２であった。このエピタキシャ
ル表面を観察したところ、常圧エピタキシャル、減圧エピタキシャル共にエピタキシャル
層の欠陥は多発（＞３００個／ｗａｆｅｒ）した。
【００７４】
（比較例２）
　実施例１と同一条件で結合熱処理まで行ったＳＯＩウエーハを用意し、ＳＯＩ層表面の
酸化膜をＨＦ水溶液で除去した後、Ａｒガス１００％の不活性ガス雰囲気下、１２００℃
、１時間の平坦化処理のみを行い、実施例１と同一条件でエピタキシャル成長を行った。
混酸エッチングによりＳＯＩ層表面の欠陥評価を行った結果、平坦化処理直後のＳＯＩ層
表面の欠陥密度は２０／ｃｍ２であった。このエピタキシャル層の表面を観察したところ
、常圧エピタキシャル、減圧エピタキシャル共にエピタキシャル層の欠陥は多発（＞３０
０個／ｗａｆｅｒ）した。
【００７５】
（実施例４）
　実施例１と同一条件で結合熱処理まで行ったＳＯＩウエーハを用意し、ＳＯＩ層表面の
酸化膜をＨＦ水溶液で除去し、平坦化処理としてＡｒガス１００％の不活性ガス雰囲気下
、１２００℃、１時間の熱処理を行い、研磨代１５０ｎｍの表面研磨を実施した。その後
、実施例１と同一条件でエピタキシャル成長を行った。混酸エッチングによりＳＯＩ層表
面の欠陥評価を行った結果、表面研磨直後のＳＯＩ層表面の欠陥密度は２０／ｃｍ２であ
った。このエピタキシャル層の表面を観察したところ、常圧ではエピタキシャル層の欠陥
は４個／ｗａｆｅｒとなり、減圧ではエピタキシャル層の欠陥は７個／ｗａｆｅｒとなっ
た。
【００７６】
（実施例５）
　実施例２と同一条件で結合熱処理まで行ったＳＯＩウエーハを用意し、ＳＯＩ層表面の
酸化膜をＨＦ水溶液で除去し、平坦化処理として研磨代１２０ｎｍの表面研磨のみを実施
した。その後、実施例１と同一条件でエピタキシャル成長を行った。混酸エッチングによ
りＳＯＩ層表面の欠陥評価を行った結果、表面研磨直後のＳＯＩ層表面の欠陥密度は２５
／ｃｍ２であった。このエピタキシャル層の表面を観察したところ、常圧ではエピタキシ
ャル層の欠陥は５個／ｗａｆｅｒとなり、減圧ではエピタキシャル層の欠陥は１１個／ｗ
ａｆｅｒとなった。
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（比較例３）
　実施例１と同一条件で剥離熱処理まで行ったＳＯＩウエーハを用意し、結合熱処理とし
て、９５０℃でパイロ酸化（酸化膜１５０ｎｍ）した後、１１００℃、２時間（２％酸素
を含むアルゴン雰囲気）の熱処理を行った。該結合熱処理直後のＳＯＩウエーハに対して
混酸エッチングによるＳＯＩ層表面の欠陥評価を行った結果、ＳＯＩ表面にはＯＳＦが多
数（欠陥密度＞３００／ｃｍ２）確認された。（平坦化処理、エピタキシャル成長は実施
せず。）
【００７８】
【表１】

【００７９】
　以上より、平坦化処理をしていない比較例１、又は減厚を伴う平坦化処理をしていない
比較例２ではＳＯＩ層表面に減圧又は常圧でエピタキシャル層を成長させた場合に多くの
欠陥が生じることが示された。さらに、本発明の結合熱処理を施していない比較例３はエ
ピタキシャル成長前からＳＯＩ表面の欠陥が多いことが明らかとなった。一方で、本発明
の貼り合わせＳＯＩウエーハの製造方法により貼り合わせＳＯＩウエーハを製造した実施
例１～５の場合には、エピタキシャル成長前のＳＯＩ表面の欠陥は少ない上、減圧又は常
圧でエピタキシャル層を成長させた場合のエピタキシャル層の欠陥は大幅に低減されてい
ることが示された。
【００８０】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【符号の説明】
【００８１】
１…ボンドウエーハ、　２…酸化膜、　３…水素高濃度層、　４…ベースウエーハ、　５
…ＳＯＩ層、　６…埋め込み酸化膜層、　７…酸化膜、　８…ＳＯＩ層、　９…厚膜ＳＯ
Ｉ層
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