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(57)【要約】
【課題】ＲＴＡ処理とその後の洗浄を行った後も薄膜の
膜厚の面内均一性を良好に維持できる貼り合わせウェー
ハの製造方法を提供する。
【解決手段】ボンドウェーハの表面から水素イオン等の
ガスイオンをイオン注入してイオン注入層を形成し、ボ
ンドウェーハとベースウェーハとを貼り合わせた後、イ
オン注入層でボンドウェーハを剥離させることにより、
ベースウェーハ上に薄膜を有する貼り合わせウェーハを
作製し、貼り合わせウェーハに対し、水素ガス含有雰囲
気下でＲＴＡ処理を行う貼り合わせウェーハの製造方法
において、
　ＲＴＡ処理の最高温度から降温して熱処理炉から貼り
合わせウェーハを取り出すまでの間に、熱処理炉内で薄
膜の表面に保護膜を形成し、その後保護膜が形成された
貼り合わせウェーハを熱処理炉から取り出して、その後
保護膜及び薄膜のエッチングが可能な洗浄液を用いて洗
浄する貼り合わせウェーハの製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボンドウェーハの表面から水素イオン、希ガスイオンの少なくとも一種類のガスイオン
をイオン注入してウェーハ内部にイオン注入層を形成し、前記ボンドウェーハのイオン注
入した表面とベースウェーハの表面とを直接あるいは絶縁膜を介して貼り合わせた後、前
記イオン注入層でボンドウェーハを剥離させることにより、前記ベースウェーハ上に薄膜
を有する貼り合わせウェーハを作製し、該貼り合わせウェーハに対し、水素ガス含有雰囲
気下でＲＴＡ処理を行うことによって前記薄膜の表面を平坦化する貼り合わせウェーハの
製造方法において、
　前記ＲＴＡ処理の最高温度から降温して熱処理炉から前記貼り合わせウェーハを取り出
すまでの間に、前記熱処理炉内で前記薄膜の表面に保護膜を形成し、その後該保護膜が形
成された貼り合わせウェーハを前記熱処理炉から取り出して、その後前記保護膜及び前記
薄膜のエッチングが可能な洗浄液を用いて洗浄することを特徴とする貼り合わせウェーハ
の製造方法。
【請求項２】
　前記保護膜の形成は、前記ＲＴＡ処理の最高温度からの降温中に、前記熱処理炉内の水
素ガス含有雰囲気を酸化性雰囲気、窒化性雰囲気、及び酸窒化性雰囲気のいずれかに切替
え、前記貼り合わせウェーハを前記酸化性雰囲気、窒化性雰囲気、及び酸窒化性雰囲気の
いずれかに晒すことにより、前記薄膜の表面に酸化膜、窒化膜、及び酸窒化膜のいずれか
を形成することを特徴とする請求項１に記載の貼り合わせウェーハの製造方法。
【請求項３】
　前記洗浄液として、ＮＨ４ＯＨとＨ２Ｏ２の混合水溶液を用いることを特徴とする請求
項１又は請求項２に記載の貼り合わせウェーハの製造方法。
【請求項４】
　前記保護膜の厚さを０．７～３ｎｍとすることを特徴とする請求項１から請求項３のい
ずれか一項に記載の貼り合わせウェーハの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イオン注入剥離法を用いた貼り合わせウェーハの製造方法に関し、特には、
水素イオン等を注入したシリコン単結晶ウェーハを支持基板となるベースウェーハと酸化
膜を介して貼り合わせた後に剥離してＳＯＩウェーハを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＳＯＩウェーハの製造方法、特に先端集積回路の高性能化を可能とする薄膜ＳＯＩウェ
ーハの製造方法として、イオン注入したウェーハを接合後に剥離してＳＯＩウェーハを製
造する方法（イオン注入剥離法：スマートカット法（登録商標）とも呼ばれる技術）が注
目されている。
【０００３】
　このイオン注入剥離法は、二枚のシリコンウェーハの内、少なくとも一方に酸化膜を形
成すると共に、一方のシリコンウェーハ（ボンドウェーハ）の上面から水素イオン又は希
ガスイオン等のガスイオンを注入し、ボンドウェーハ内部に微小気泡層（封入層）を形成
させた後、イオンを注入した方の面を、酸化膜を介して他方のシリコンウェーハ（ベース
ウェーハ）と密着させ、その後熱処理（剥離熱処理）を行って微小気泡層を劈開面（剥離
面）としてボンドウェーハを薄膜状に剥離し、さらに熱処理（結合熱処理）を行って強固
に結合してＳＯＩウェーハとする技術（特許文献１）である。この段階では、劈開面がＳ
ＯＩ層の表面となり、ＳＯＩ膜厚が薄くてかつ膜厚均一性も高いＳＯＩウェーハが比較的
容易に得られている。なお、ＳＯＩウェーハではなく直接接合した貼り合わせウェーハを
得る場合は、ボンドウェーハ及びベースウェーハともに表面に酸化膜を形成することなく
直接密着させて貼り合わせる。
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【０００４】
　しかし、剥離後のＳＯＩウェーハ表面にはイオン注入によるダメージ層が存在し、また
、表面粗さが通常のシリコンウェーハの鏡面に比べて大きなものとなっている。従って、
イオン注入剥離法では、このようなダメージ層と表面粗さを除去することが必要になる。
　従来、このダメージ層等を除去するために、結合熱処理後の最終工程において、タッチ
ポリッシュと呼ばれる研磨しろの極めて少ない鏡面研磨（取りしろ：１００ｎｍ程度）が
行われていた。ところが、ＳＯＩ層に機械加工的要素を含む研磨をしてしまうと、研磨の
取りしろが均一でないために、水素イオンなどの注入と剥離によって達成されたＳＯＩ層
の膜厚均一性が悪化してしまうという問題が生じる。
【０００５】
　このような問題点を解決する方法として、タッチポリッシュの代わりに高温熱処理を行
って表面粗さを改善する平坦化処理が行われるようになってきている。
　例えば特許文献２では、剥離熱処理後（又は結合熱処理後）に、ＳＯＩ層の表面を研磨
することなく水素を含む還元性雰囲気下の熱処理（急速加熱・急速冷却熱処理（ＲＴＡ処
理））を行う方法が提案されている。さらに、特許文献３では、剥離熱処理後（又は結合
熱処理後）に、酸化性雰囲気下の熱処理によりＳＯＩ層に酸化膜を形成した後に該酸化膜
を除去し（犠牲酸化処理）、次に還元性雰囲気下のＲＴＡ処理を行う方法が提案されてい
る。また、特許文献４～６では、ＲＴＡ処理を行った後に犠牲酸化処理を行う方法や、Ｒ
ＴＡ処理と犠牲酸化処理を複数回行う方法が提案されている。
【０００６】
　また、一般的にイオン注入剥離法によってＳＯＩウェーハを製造する際に、上記のＲＴ
Ａ処理等の剥離面を平坦化する熱処理を行った後は、犠牲酸化処理や研磨などのＳＯＩ層
の膜厚を目的の膜厚に調整する処理が行われる（特許文献４～６）。
　そのような膜厚調整処理に投入する前には、ＳＯＩウェーハを洗浄する工程が行われ、
洗浄工程では、例えばＳＣ１（ＮＨ４ＯＨとＨ２Ｏ２の混合水溶液）のような、ＳＯＩ層
の表面を微量にエッチングする作用を有する洗浄液に浸漬する洗浄が行われることが一般
的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平５－２１１１２８号公報
【特許文献２】特開平１１－３０７４７２号公報
【特許文献３】特開２０００－１２４０９２号公報
【特許文献４】特開２００９－０３２９７２号公報
【特許文献５】特開２０１２－２２２２９４号公報
【特許文献６】特開２０１３－１４３４０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　一方、近年の携帯型端末の普及に伴い、半導体デバイスの低消費電力化、微細化、高機
能化が必要となっており、デザインルールで２２ｎｍ世代以降の有力な候補として、ＳＯ
Ｉウェーハを用いた完全空乏型のデバイス開発が行われている。この完全空乏型デバイス
では、ＳＯＩ層の膜厚が１０ｎｍ程度と非常に薄くなることに加えて、ＳＯＩ層の膜厚分
布がデバイスの閾値電圧に影響することから、ＳＯＩ層の面内膜厚分布として膜厚レンジ
が１ｎｍ以下（Ｒａｎｇｅ（Ｍａｘ－Ｍｉｎ）≦１ｎｍ）の均一性が求められている。
【０００９】
　しかしながら、このような膜厚レンジの小さいＳＯＩウェーハを製造する場合に、平坦
化・膜厚調整後のＳＯＩ層の面内及びウェーハ間の膜厚均一性を良好に維持することは難
しい。これは、上述のようにボンドウェーハを剥離した段階ではＳＯＩ層の膜厚均一性は
良好であるが、剥離後のＳＯＩ層表面の表面粗さを改善するために行う平坦化熱処理の後



(4) JP 2015-177150 A 2015.10.5

10

20

30

40

50

に行われる洗浄工程において、ＳＯＩ層の膜厚均一性が悪化してしまうためである。
【００１０】
　特に、洗浄液としてＳＣ１を用いて洗浄を行う場合は、確実にＳＯＩ層がエッチングに
より減厚されることから、洗浄条件によってはＳＯＩ層の面内膜厚均一性が悪化しやすい
。また、熱処理によってＳＯＩ層表面が活性な状態で熱処理炉から取り出されるＲＴＡ処
理等の平坦化熱処理と組み合せる場合、特にＳＯＩ層の面内膜厚均一性が悪化しやすいと
いう問題があった。
　このようなＳＯＩ層の面内膜厚均一性の悪化は、上述のような膜厚レンジが１ｎｍ以下
のＳＯＩウェーハを製造する場合においては、特に大きな問題となる。
【００１１】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、ＲＴＡ処理とその後の洗浄
を行った後も薄膜の面内膜厚均一性を良好に維持できる貼り合わせウェーハの製造方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明では、ボンドウェーハの表面から水素イオン、希ガ
スイオンの少なくとも一種類のガスイオンをイオン注入してウェーハ内部にイオン注入層
を形成し、前記ボンドウェーハのイオン注入した表面とベースウェーハの表面とを直接あ
るいは絶縁膜を介して貼り合わせた後、前記イオン注入層でボンドウェーハを剥離させる
ことにより、前記ベースウェーハ上に薄膜を有する貼り合わせウェーハを作製し、該貼り
合わせウェーハに対し、水素ガス含有雰囲気下でＲＴＡ処理を行うことによって前記薄膜
の表面を平坦化する貼り合わせウェーハの製造方法において、
　前記ＲＴＡ処理の最高温度から降温して熱処理炉から前記貼り合わせウェーハを取り出
すまでの間に、前記熱処理炉内で前記薄膜の表面に保護膜を形成し、その後該保護膜が形
成された貼り合わせウェーハを前記熱処理炉から取り出して、その後前記保護膜及び前記
薄膜のエッチングが可能な洗浄液を用いて洗浄する貼り合わせウェーハの製造方法を提供
する。
【００１３】
　このような貼り合わせウェーハの製造方法であれば、ＲＴＡ処理によって平坦化された
薄膜の表面に保護膜を面内均一に形成することで、ＲＴＡ処理とその後の洗浄を行った後
も薄膜の面内膜厚均一性が良好に維持された貼り合わせウェーハを製造することができる
。
【００１４】
　またこのとき、前記保護膜の形成は、前記ＲＴＡ処理の最高温度からの降温中に、前記
熱処理炉内の水素ガス含有雰囲気を酸化性雰囲気、窒化性雰囲気、及び酸窒化性雰囲気の
いずれかに切替え、前記貼り合わせウェーハを前記酸化性雰囲気、窒化性雰囲気、及び酸
窒化性雰囲気のいずれかに晒すことにより、前記薄膜の表面に酸化膜、窒化膜、及び酸窒
化膜のいずれかを形成することが好ましい。
　このようにすれば、薄膜の表面に容易に保護膜を形成することができる。
【００１５】
　またこのとき、前記洗浄液として、ＮＨ４ＯＨとＨ２Ｏ２の混合水溶液（ＳＣ１）を用
いてもよい。
　本発明であれば、洗浄に一般的に用いられるエッチング性のあるＳＣ１を用いて洗浄を
行った場合も、洗浄後の薄膜の面内膜厚均一性を良好に維持することができる。
【００１６】
　またこのとき、前記保護膜の厚さを０．７～３ｎｍとすることが好ましい。
　このような厚さであれば、保護膜の効果が充分に得られ、またＲＴＡ処理の生産性が大
幅に低下することがない。
【発明の効果】
【００１７】
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　以上のように、本発明の貼り合わせウェーハの製造方法であれば、ＲＴＡ処理によって
平坦化された薄膜の表面に容易に保護膜を形成することができ、薄膜表面に面内均一に形
成されたこの保護膜によって、ＲＴＡ処理後にエッチング性のあるＳＣ１を用いた洗浄を
行った場合も、洗浄後の薄膜の面内膜厚均一性が良好に維持された貼り合わせウェーハを
製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の貼り合わせウェーハの製造方法の一例を示すフロー図である。
【図２】実施例のＲＴＡ処理におけるＲＴＡ温度プロファイルを示す図である。
【図３】比較例のＲＴＡ処理におけるＲＴＡ温度プロファイルを示す図である。
【図４】実施例及び比較例における、ＲＴＡ処理直後のＳＯＩ層上の酸化膜の膜厚を測定
する際の測定方向を示す図である。
【図５】実施例及び比較例における、ＲＴＡ処理直後のＳＯＩ層上の酸化膜の膜厚を測定
した結果を比較したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明者らが上記問題点について検討を行ったところ、平坦化熱処理を抵抗加熱式のバ
ッチ炉で行う場合には、その後に行われるＳＣ１洗浄を含む洗浄工程において、ＳＯＩ層
の面内膜厚均一性が悪化する傾向はほとんど見られないが、平坦化効果の高いＨ２含有雰
囲気での高温ＲＴＡ処理を行うと、その後に行われるＳＣ１洗浄を含む洗浄工程において
、ＳＯＩ層の面内膜厚均一性が悪化する傾向が見られた。また、ＲＴＡ処理直後のＳＯＩ
層の膜厚を測定すると、ＳＯＩ層の面内膜厚分布は、ＳＣ１洗浄を含む洗浄を行った後に
比べて均一な分布を示していた。このことから、ＳＯＩ層の膜厚均一性が悪化する原因は
ＲＴＡ処理にあり、ＳＣ１を含む洗浄はその要因を拡大させていると考えられる。
【００２０】
　また、同じ装置を用いてＲＴＡ処理を行った場合、ＲＴＡ処理及び洗浄後にＳＯＩ層の
膜厚が薄くなるのは常に特定の領域であり、一方で、装置間でＳＯＩ層の膜厚が薄くなる
領域は異なり、ウェーハ中心部でＳＯＩ層が薄くなる装置、ウェーハ周辺部でＳＯＩ層が
薄くなる装置等があることが分かった。
　さらに検討を行ったところ、ＲＴＡ処理後にウェーハを取り出すウェーハハンドリング
ロボットのウェーハ接触部がウェーハ中央であればウェーハ中央でＳＯＩ層が薄くなり、
ウェーハ接触部がウェーハ周辺部であればウェーハ周辺部でＳＯＩ層が薄くなっているこ
とから、ウェーハハンドリングロボットのウェーハ接触部の位置でＳＯＩ層が薄くなるこ
とが分かった。
【００２１】
　この原因は以下のように考えられる。ＲＴＡ処理後の高温のウェーハに低温のウェーハ
ハンドリングロボットが接触することによりその部分が低温化し、その低温化した部分で
は成長する酸化膜（自然酸化膜）が他の領域より薄くなる。その後のＳＣ１を含む洗浄で
は酸化膜が薄い部分が他の領域より短時間にエッチングされるため、結果として、酸化膜
が薄い部分では下地のＳｉ（ＳＯＩ層）はよりエッチングされ、ＳＯＩ層が薄くなる。
【００２２】
　以上のことから、本発明者らは、ＲＴＡ処理後に形成される膜厚が不均一な自然酸化膜
の形成を抑制することで、洗浄後の薄膜（ＳＯＩ層）の面内膜厚均一性を良好に維持でき
ることに想到し、具体的には、ＲＴＡ処理のアニール終了後、Ｈ２をパージしてから薄膜
上に強制的に保護膜（酸化膜、窒化膜、酸窒化膜等）を成長させることにより、その後の
取り出し時にウェーハハンドリングロボットが接触して温度低下が起こっても、保護膜に
よって膜厚が不均一な自然酸化膜の形成を抑制できるため、洗浄後の薄膜の面内膜厚均一
性を良好に維持できることを見出し、本発明を完成させた。
【００２３】
　即ち、本発明は、ボンドウェーハの表面から水素イオン、希ガスイオンの少なくとも一
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種類のガスイオンをイオン注入してウェーハ内部にイオン注入層を形成し、前記ボンドウ
ェーハのイオン注入した表面とベースウェーハの表面とを直接あるいは絶縁膜を介して貼
り合わせた後、前記イオン注入層でボンドウェーハを剥離させることにより、前記ベース
ウェーハ上に薄膜を有する貼り合わせウェーハを作製し、該貼り合わせウェーハに対し、
水素ガス含有雰囲気下でＲＴＡ処理を行うことによって前記薄膜の表面を平坦化する貼り
合わせウェーハの製造方法において、
　前記ＲＴＡ処理の最高温度から降温して熱処理炉から前記貼り合わせウェーハを取り出
すまでの間に、前記熱処理炉内で前記薄膜の表面に保護膜を形成し、その後該保護膜が形
成された貼り合わせウェーハを前記熱処理炉から取り出して、その後前記保護膜及び前記
薄膜のエッチングが可能な洗浄液を用いて洗浄する貼り合わせウェーハの製造方法である
。
【００２４】
　以下、本発明について詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００２５】
　図１は、本発明の貼り合わせウェーハの製造方法の一例を示すフロー図である。以下、
図１のフロー図に沿って本発明の貼り合わせウェーハの製造方法について説明する。
　本発明の貼り合わせウェーハの製造方法では、まずボンドウェーハ及びベースウェーハ
を用意し、ボンドウェーハにイオン注入層を形成する（図１（ａ））。
【００２６】
　ボンドウェーハ及びベースウェーハとしては、特に限定されないが、例えば鏡面研磨さ
れたシリコン単結晶ウェーハを好適に用いることができる。
　また、ボンドウェーハ及びベースウェーハとしては、熱酸化によりウェーハ表面に酸化
膜（絶縁膜）が形成されたものを用いてもよい。
【００２７】
　ボンドウェーハにおけるイオン注入層の形成は、ボンドウェーハの表面から水素イオン
、希ガスイオンの少なくとも一種類のガスイオンをイオン注入して、ウェーハ内部にイオ
ン注入層を形成すればよく、公知の方法で行えばよい。
【００２８】
　次に、イオン注入層を形成したボンドウェーハとベースウェーハを貼り合わせる（図１
（ｂ））。貼り合わせる際は、ボンドウェーハのイオン注入した表面とベースウェーハの
表面とを直接、あるいは上述のようにボンドウェーハやベースウェーハに絶縁膜を形成し
たものを用いる場合は、絶縁膜を介して貼り合わせる。
【００２９】
　次に、イオン注入層でボンドウェーハを剥離させる（図１（ｃ））。このボンドウェー
ハの剥離は、特に限定されないが、例えばＡｒ等の不活性ガス雰囲気下での熱処理（剥離
熱処理）によって行うことができる。なお、貼り合わせる面に予めプラズマ処理を施して
貼り合わせることによって、室温で密着されたウェーハの結合強度を高め、剥離処理を行
わずに（あるいは、剥離が発生しない程度の低温熱処理のみを行って）、機械的に剥離す
ることもできる。
　このようにしてイオン注入層でボンドウェーハを剥離させることで、ベースウェーハ上
に薄膜を有する貼り合わせウェーハが得られる。
【００３０】
　次に、得られた貼り合わせウェーハに対し、ＲＴＡ処理を行う（図１（ｄ））。この工
程では、水素ガス含有雰囲気下でＲＴＡ処理を行うことによって、薄膜の表面を平坦化す
る。なお、ＲＴＡ処理の前に、貼り合わせウェーハの結合強度を高めるための結合熱処理
（例えば、９００～１，０００℃、３０分～２時間、酸化性雰囲気）を行い、表面に形成
された熱酸化膜を除去する処理を行うこともできる。
　水素ガス含有雰囲気は、例えば１００％Ｈ２ガス雰囲気や、Ｈ２とＡｒの混合ガス雰囲
気とすればよい。
　また、ＲＴＡ処理の最高温度は１，１００℃以上、処理時間（最高温度の保持時間）は
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１～３０秒程度とすることが好ましい。
【００３１】
　ここで、本発明の貼り合わせウェーハの製造方法では、ＲＴＡ処理の最高温度から降温
して熱処理炉から貼り合わせウェーハを取り出すまでの間に、熱処理炉内で薄膜の表面に
保護膜を形成する（図１（ｅ））。
【００３２】
　このとき、保護膜の形成は、ＲＴＡ処理の最高温度からの降温中に、熱処理炉内の水素
ガス含有雰囲気を酸化性雰囲気、窒化性雰囲気、及び酸窒化性雰囲気のいずれかに切替え
、貼り合わせウェーハを酸化性雰囲気、窒化性雰囲気、及び酸窒化性雰囲気のいずれかに
晒すことにより、薄膜の表面に酸化膜、窒化膜、及び酸窒化膜のいずれかを形成すること
が好ましい。このようにすれば、薄膜の表面に容易に保護膜を形成することができる。
【００３３】
　また、保護膜の形成は、ＲＴＡ処理の最高温度未満で行えばよく、特に限定されないが
例えば、３００～９００℃で５～３０秒程度、上記の酸化性雰囲気、窒化性雰囲気、及び
酸窒化性雰囲気等に貼り合わせウェーハを晒すことで行うことができ、所望の膜厚となる
よう調整すればよい。
【００３４】
　また、形成する保護膜の厚さは、特に限定されないが、０．７～３ｎｍの範囲とするこ
とが好ましい。厚さを０．７ｎｍ以上とすることで、保護膜の効果が充分に得られる。ま
た、厚さが３ｎｍ以下であれば、保護膜の形成に要する時間が長くなり過ぎないため、枚
葉処理であるＲＴＡ処理においても生産性が大幅に低下することがない。
【００３５】
　ＲＴＡ処理によって平坦化された薄膜の表面に、面内均一にこのような保護膜を形成す
ることで、膜厚が不均一な自然酸化膜の形成を抑制でき、結果として、後述のＲＴＡ処理
後のＳＣ１等による洗浄において面内のエッチング量のばらつきを抑制できるため、洗浄
後も薄膜の面内膜厚均一性を良好に維持することができる。
【００３６】
　次に、上述のようにして保護膜を形成した後、保護膜が形成された貼り合わせウェーハ
を熱処理炉から取り出す（図１（ｆ））。
【００３７】
　その後、保護膜及び薄膜のエッチングが可能な洗浄液を用いて貼り合わせウェーハを洗
浄する（図１（ｇ））。
　このとき、洗浄液として、ＮＨ４ＯＨとＨ２Ｏ２の混合水溶液（ＳＣ１）を用いてもよ
い。本発明であれば、ＳＣ１を用いて洗浄を行った場合も、洗浄後の薄膜の面内膜厚均一
性を良好に維持することができる。もちろん、洗浄液としてはこれに限定されず、ＮａＯ
Ｈ、ＫＯＨ等を用いたり、非エッチング性の洗浄液（例えばＳＣ２（ＨＣｌとＨ２Ｏ２の
混合水溶液））による洗浄と組み合わせて洗浄を行うことも可能である。
【００３８】
　また、上述の洗浄を行った後に、必要に応じて、バッチ炉（抵抗加熱式熱処理炉）を用
いた犠牲酸化処理や、非酸化性雰囲気下の熱処理（例えば高温Ａｒアニール処理）等を行
ってもよく、これらは特に限定されず、公知の方法で行えばよい。
　また、その後、犠牲酸化処理等による膜厚の調整を行ってもよく、これも特に限定され
ず、公知の方法で行えばよい。
【００３９】
　以上のように、本発明の貼り合わせウェーハの製造方法であれば、ＲＴＡ処理によって
平坦化された薄膜の表面に容易に保護膜を形成することができ、薄膜表面に面内均一に形
成されたこの保護膜によって、ＲＴＡ処理後にＳＣ１を用いた洗浄を行った場合も、洗浄
後の薄膜の面内膜厚均一性が良好に維持された貼り合わせウェーハを製造することができ
る。
【実施例】
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【００４０】
　以下、実施例及び比較例を用いて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定
されるものではない。
【００４１】
（実施例）
　直径３００ｍｍのシリコン単結晶から切り出したボンドウェーハを用意し、このボンド
ウェーハに９５０℃で膜厚１５０ｎｍとなるように酸化膜の成長を行い、その後水素イオ
ンを４０ｋｅＶ、６．０×１０１６／ｃｍ２の条件で注入した。次に、直径３００ｍｍの
シリコン単結晶から切り出したベースウェーハを用意し、ボンドウェーハとの貼り合わせ
を行った。その後、貼り合わせたウェーハに５００℃／３０分の剥離熱処理を行い、貼り
合わせＳＯＩウェーハを作製し、剥離直後のＳＯＩウェーハの、ＳＯＩ層の平均膜厚と膜
厚レンジを測定した。
【００４２】
　次に、作製したＳＯＩウェーハに対し、図２のＲＴＡ温度プロファイルに基づいて、Ｒ
ＴＡ処理（１回目の平坦化熱処理）を行った。ＲＴＡ処理では、まずＨ２雰囲気で１，１
００℃／３０秒のアニール処理を行った。最高温度で所定時間保持するアニール終了後、
Ｈ２ガスをチャンバーから追い出すため、Ａｒガスでパージしながら降温を行い、さらに
６００℃でＯ２ガス（酸化性雰囲気）に切替えて６００℃／１０秒の酸化を行い、ＳＯＩ
層の表面に保護膜として酸化膜を形成した。
　その後、ウェーハハンドリングロボットで熱処理炉からＳＯＩウェーハを取り出し、Ｒ
ＴＡ処理直後のＳＯＩウェーハに対して、ＳＯＩ層上の酸化膜の膜厚を測定した。
【００４３】
　次に、熱処理炉から取り出したＳＯＩウェーハに対し、ＳＣ１を用いて洗浄を行い、続
いて犠牲酸化処理、１，２００℃／６０分の高温Ａｒアニール処理（２回目の平坦化熱処
理）、ＳＯＩ層の膜厚調整のための犠牲酸化処理を行い、平坦化・膜厚調整後のＳＯＩウ
ェーハを得た。得られた平坦化・膜厚調整後のＳＯＩウェーハの、ＳＯＩ層の平均膜厚と
膜厚レンジを測定した。
【００４４】
　実施例における上記の各処理の条件を表１に示す。
【表１】

【００４５】
（比較例）
　実施例と同様に剥離熱処理までの操作を行って作製したＳＯＩウェーハに対し、図３の
ＲＴＡ温度プロファイルに基づいて、ＲＴＡ処理（１回目の平坦化熱処理）を行った。な
お、このＲＴＡ処理では、アニール後Ａｒガスでパージした後、酸化性雰囲気に切り替え
ず、保護膜としての酸化膜の形成を行わなかった。ＲＴＡ処理後、ウェーハハンドリング
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ＯＩウェーハに対して、ＳＯＩ層上の酸化膜の膜厚を測定した。
　その後のＳＣ１での洗浄、平坦化・膜厚調整処理も実施例と同様に行って、平坦化・膜
厚調整後のＳＯＩウェーハを得た。得られた平坦化・膜厚調整後のＳＯＩウェーハの、Ｓ
ＯＩ層の平均膜厚と膜厚レンジを測定した。
【００４６】
　なお、実施例及び比較例において、ＲＴＡ処理直後のＳＯＩウェーハのＳＯＩ層上の酸
化膜厚を測定する際は、図４の矢印方向で測定した。測定結果を比較したグラフを図５に
示す。
【００４７】
　実施例及び比較例で用いたウェーハハンドリングロボットはウェーハ中心部をチャック
する方式であったが、図５に示されるように、保護膜として酸化膜を形成した実施例では
、ＲＴＡ処理直後のＳＯＩ層上の酸化膜厚は面内で均一であった。
　一方、保護膜を形成しなかった比較例では、ＲＴＡ処理直後のＳＯＩ層上の酸化膜（自
然酸化膜）はウェーハ中心部で薄くなる傾向を示した。
【００４８】
　また、実施例及び比較例において、剥離直後のＳＯＩウェーハと平坦化・膜厚調整後の
ＳＯＩウェーハの、ＳＯＩ層の平均膜厚と膜厚レンジを測定した結果を表２に示す。
【００４９】
【表２】

【００５０】
　表２に示されるように、保護膜を形成した実施例では、平坦化・膜厚調整後にもＳＯＩ
層の膜厚レンジが剥離直後と同等の良好な値を維持していた。
　一方、保護膜を形成しなかった比較例では、ＳＯＩ層の膜厚レンジはウェーハ中心部で
薄くなり、面内膜厚均一性が悪化していた。
【００５１】
　以上のことから、本発明の貼り合わせウェーハの製造方法であれば、ＲＴＡ処理によっ
て平坦化された薄膜の表面に容易に保護膜を形成することができ、薄膜表面に面内均一に
形成されたこの保護膜によって、ＲＴＡ処理後にＳＣ１を用いた洗浄を行った場合も、洗
浄後の薄膜の面内膜厚均一性を良好に維持できることが明らかとなった。
【００５２】
　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。
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