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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、ベースウエーハとガスイオンの注入により形成された微小気泡層を有する
ボンドウエーハとを接合する工程と、前記微小気泡層を境界としてＳＯＩ層を有するウエ
ーハを剥離する工程とを含む水素イオン剥離法によってＳＯＩウエーハを製造する方法に
おいて、前記剥離工程後、水素またはアルゴンを含む雰囲気下で、前記ＳＯＩ層を有する
ウエーハに急速加熱・急速冷却装置とバッチ式炉による２段階の熱処理を施すことを特徴
とするＳＯＩウエーハの製造方法。
【請求項２】
　前記２段階の熱処理を、急速加熱・急速冷却装置による熱処理の後に、バッチ式炉によ
る熱処理を施して行うことを特徴とする請求項１に記載のＳＯＩウエーハの製造方法。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）ウエーハの製造方法に
関し、具体的にはイオン注入したウエーハを、基板となる他のウエーハと接合した後に剥
離してＳＯＩウエーハを製造する、いわゆる水素イオン剥離法（スマートカット法（登録
商標）とも呼ばれている）において、剥離後の熱処理によって表面粗さを改善させるＳＯ
Ｉウエーハの製造方法、及びそれにより製造されるＳＯＩウエーハに関する。また、剥離
後に熱処理が行なわれるＳＯＩウエーハを製造する際の接合不良を低減し、歩留り良くＳ
ＯＩウエーハを提供することができるＳＯＩウエーハの製造方法に関する。
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背景技術
近年、ＳＯＩウエーハの製造方法として、水素イオン等を注入したウエーハを接合後に剥
離してＳＯＩウエーハを製造する方法（水素イオン剥離法：スマートカット法（登録商標
）と呼ばれる技術）が新たに注目され始めている。この方法は、二枚のシリコンウエーハ
のうち、少なくとも一方に酸化膜を形成すると共に、一方のシリコンウエーハの上面から
水素イオンまたは希ガスイオンのうち少なくとも一方を注入し、該ウエーハ内部に微小気
泡層（封入層）を形成させた後、該イオンを注入した方の面を酸化膜を介して他方のシリ
コンウエーハと接合させ、その後熱処理（剥離熱処理）を加えることで微小気泡層を劈開
面として一方のウエーハを薄膜状に剥離し、さらに熱処理（結合熱処理）を加えてシリコ
ンウエーハ上にＳＯＩ層が強固に結合されたＳＯＩウエーハとする技術である（特開平５
－２１１１２８号参照）。
水素イオン剥離法によりＳＯＩウエーハを製造する場合、微小気泡層を劈開面として剥離
したままの状態のＳＯＩ層表面は、通常のデバイス作製に用いられる鏡面研磨ウエーハに
比べて表面粗さが粗いので、このままではデバイス作製に用いることはできない。そこで
、上記表面粗さを改善するため、タッチポリッシュと呼ばれる研磨代の少ない研磨が通常
行われる。
しかしながら、ＳＯＩ層は非常に薄く、その表面を研磨すると、面内の研磨量の違いから
ＳＯＩ層の厚さのバラツキが大きくなる問題があった。
そこで、剥離直後のＳＯＩ層表面を、研磨せずに熱処理することでその表面粗さを改善す
ることが提案されている。
特開平１０－２４２１５４号公報によれば、支持基板と単結晶シリコン薄膜の結合を強固
にする第２次熱処理（結合熱処理）後、水素雰囲気中で１０００～１３００℃の温度で１
０分～５時間の第３次熱処理を行い、シリコン薄膜の平均表面粗さを改善する方法が開示
されている。
また、特開平１０－２７５９０５号公報によれば、水素イオン剥離法により得られた、剥
がされた表面を有するＳＯＩ構造のウエーハを、水素雰囲気中でアニール（水素アニール
）し、前記剥がされた表面を平坦にするＳＯＩウエーハの製造方法が開示されいる。
このように、これらの公報に記載されている技術は、いずれも水素雰囲気中で熱処理を行
い、剥離されたウエーハの表面粗さを改善させるものである。
前記特開平１０－２４２１５４号公報では、平均表面粗さを改善する第３次熱処理（水素
アニール）の温度と時間を規定しているが、例えばＳＯＩ層（単結晶シリコン薄膜）がチ
ョクラルスキー法（ＣＺ法）により製造されたウエーハから構成されたものであり、かつ
その厚さが０．５μｍ以下程度に薄い場合、水素アニールを行う際に、水素ガスがボイド
状のＧｒｏｗｎ－ｉｎ欠陥であるＣＯＰ（Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ　Ｐａ
ｒｔｉｃｌｅ）を通して埋め込み酸化膜をエッチングしてしまうという問題が生ずる。ま
た、アルゴン雰囲気で熱処理する場合も、水素と同様に表面粗さを改善することが知られ
ているが、ＣＯＰを通してエッチングするという問題点は回避できない。すなわち、ＣＺ
ウエーハには結晶成長時に導入されたＣＯＰと称される結晶欠陥が存在することが判明し
ており、このようなＣＺウエーハをデバイス活性層となるボンドウエーハに用いると、Ｓ
ＯＩ層にもＣＯＰが存在し、近年要求される極薄のＳＯＩ層ではＣＯＰがＳＯＩ層を貫通
してピンホールを形成し、電気特性を著しく悪化させることがわかってきた。
一方、特開平１０－２７５９０５号公報は、熱処理（アニール）の具体的な方法として、
水素雰囲気中で、バッチ式炉で数１０秒から数１０分の水素アニールを行う方法のほか、
ウエーハを１枚毎に処理する枚葉式の短時間アニール（ラピッドサーマルアニール、ＲＴ
Ａ）、あるいはプラズマアニールのいずれかで行うことができることを開示している。
上記各熱処理（アニール）のうち、急速加熱・急速冷却装置を用いたラピッドサーマルア
ニール（ＲＴＡ）は、きわめて短時間の熱処理で済むので、上記のような埋め込み酸化膜
をエッチングしてしまうようなこともないし、さらにはＳＯＩ層中のＣＯＰを合わせて除
去することも可能であり、表面粗さを効率的に改善できると思われていた。
しかしながら、本発明者らが、上記ＲＴＡによるＳＯＩウエーハの表面粗さの改善につい
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て詳細に検討したところ、表面粗さが通常のデバイス作製用の鏡面研磨ウエーハ並みに改
善されるのは、表面粗さの短周期成分のみであり、長周期成分については依然として鏡面
研磨ウエーハに比べて非常に劣るものであることが分かった。
さらに熱処理時間と表面粗さの関係について検討したところ、ＲＴＡ装置で表面粗さの長
周期成分を改善するには、高温長時間の熱処理（例えば１２２５℃で３時間以上）が必要
であることが分かった。
しかしながら、ＲＴＡ装置で行う熱処理は枚葉式であるため、長時間処理を行うとスルー
プットが低く効率が悪い上、製造コストも上昇し、実用的でない。
一方、長時間の処理が可能なバッチ式炉では、一度に大量のウエーハを熱処理できるもの
の、昇温速度が遅いために前述のように水素アニール処理時にＳＯＩ層中のＣＯＰを介し
て埋め込み酸化膜がエッチングされ、ピットが生じるという問題がある。
発明の開示
本発明は以上のような問題を解決するためになされたものであり、水素イオン剥離法によ
り剥離されたＳＯＩ層表面の短周期から長周期に及ぶ表面粗さを研磨することなく改善し
、膜厚均一性を確保するとともに、ＳＯＩ層中のＣＯＰに起因するピットの発生が無いＳ
ＯＩウエーハを、高いスループットで効率的に製造することを目的とする。
前記目的を達成するため、本発明によれば、少なくとも、ベースウエーハとガスイオンの
注入により形成された微小気泡層を有するボンドウエーハとを接合する工程と、前記微小
気泡層を境界としてＳＯＩ層を有するウエーハを剥離する工程とを含む水素イオン剥離法
によってＳＯＩウエーハを製造する方法において、前記剥離工程後、水素またはアルゴン
を含む雰囲気下で、前記ＳＯＩ層を有するウエーハに急速加熱・急速冷却装置とバッチ式
炉による２段階の熱処理を施すことを特徴とするＳＯＩウエーハの製造方法が提供される
。
このようにＳＯＩ層を有するウエーハを剥離した後、該ウエーハに急速加熱・急速冷却装
置とバッチ式炉に分けて２段階の熱処理を施すと、急速加熱・急速冷却装置による熱処理
では表面の結晶性が回復されると共に、短周期の表面粗さの改善が行われ、一方、バッチ
式炉による熱処理で長周期の表面粗さを改善することができる。また、バッチ式炉では、
複数枚のウエーハを一度に熱処理できるので、急速加熱・急速冷却装置で枚葉式に長時間
熱処理するのに比べ、高いスループットで製造することができる。
さらに、この方法ではタッチポリッシュのような研磨は行わなくて済むため、ＳＯＩ層の
膜厚の均一性も保たれる。
また、この場合、前記２段階の熱処理を、急速加熱・急速冷却装置による熱処理の後に、
バッチ式炉による熱処理を施して行うことが好ましい。
前記したように、本発明では急速加熱・急速冷却装置とバッチ式炉による２段階の熱処理
を施すことで表面粗さの短周期成分と長周期成分が共に改善されるが、初段で急速加熱・
急速冷却装置による短時間の熱処理を行うことにより、その表面の結晶性が回復され、Ｓ
ＯＩ層中のＣＯＰが大幅に削減される。従って、次段でバッチ式炉による熱処理を行うよ
うにすれば、ＳＯＩ層中のＣＯＰがほとんど消滅しているため、比較的長時間の熱処理を
行っても、貫通したＣＯＰを介して起こる水素ガスまたはアルゴンガスによる埋め込み酸
化膜のエッチングが抑制され、ピットが生じることも無い。
また、本発明によれば、少なくとも、ベースウエーハとガスイオンの注入により形成され
た微小気泡層を有するボンドウエーハとを接合する工程と、前記微小気泡層を境界として
ＳＯＩ層を有するウエーハを剥離する工程とを含む水素イオン剥離法によってＳＯＩウエ
ーハを製造する方法において、前記ボンドウエーハとして、ＦＺウエーハまたはエピタキ
シャルウエーハ、あるいは少なくとも表面のＣＯＰを低減したＣＺウエーハの何れかを使
用し、前記剥離工程後、水素またはアルゴンを含む雰囲気下で、前記ＳＯＩ層を有するウ
エーハにバッチ式炉で熱処理を施すことを特徴とするＳＯＩウエーハの製造方法も提供さ
れる。
このように、ＦＺウエーハまたはエピタキシャルウエーハ、あるいは少なくとも表面のＣ
ＯＰを低減したＣＺウエーハの何れかをボンドウエーハとして使用してＳＯＩウエーハを
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作製すれば、そのＳＯＩ層中のＣＯＰを低減、もしくは、ほぼ皆無とすることができるた
め、前述のＣＯＰに起因した埋め込み酸化膜のエッチングの問題は発生せず、バッチ式炉
での高温長時間の熱処理も可能となる。
また、本発明の他の目的は、前記ＳＯＩ層中のＣＯＰを低減したＳＯＩウエーハを製造す
るに際して、接合面に発生するボイドやブリスター等の接合不良を低減して歩留まりよく
ＳＯＩウエーハを提供することである。
そのため、本発明は、ボンドウエーハに用いるウエーハとして、結晶全体のＣＯＰを低減
した単結晶インゴットから作製されたＣＺウエーハを使用することを特徴とする。
このように、結晶全体のＣＯＰを低減した単結晶インゴットから作製されたＣＺウエーハ
であれば、通常の鏡面研磨加工された面を接合面として用いることができるので、エピタ
キシャルウエーハを用いる場合に比べて接合不良を低減することができる。また、ＣＺウ
エーハであるため、ＦＺウエーハでは作製が困難とされる、直径２００ｍｍ、３００ｍｍ
、あるいはそれ以上の大直径ウエーハにも対応可能である。さらに、結晶全体（ウエーハ
全体）においてＣＯＰが低減されているため、剥離後のウエーハをボンドウエーハとして
再利用する際に、剥離面の研磨代を制限する必要がない。
そして、このようにして製造されたＳＯＩ層中のＣＯＰを低減したＳＯＩウエーハに対し
て、水素またはアルゴンを含む雰囲気下でバッチ式炉で熱処理を施すことにより、埋め込
み酸化膜のピットを生じさせることなく、ＳＯＩ層の表面粗さを低減することができる。
さらに本発明によれば、前記方法により製造されたＳＯＩウエーハが提供され、該ウエー
ハは、その表面粗さに関する１μｍ角及び１０μｍ角のＲＭＳ（自乗平均平方根粗さ）値
が共に０．５ｎｍ以下であることを特徴としている。
このように、本発明により製造されるＳＯＩウエーハは、研磨をしていないにもかかわら
ず、ＳＯＩ層の表面粗さの短周期成分（例えば１μｍ角程度）と長周期成分（例えば１０
μｍ角程度）が共に改善され、それらのＲＭＳ値が共に０．５ｎｍ以下と非常に小さく、
鏡面研磨ウエーハと同程度の表面粗さとなっている。しかも、表面を研磨した場合のよう
に膜厚が不均一となるようなものではない。したがって、このようなＳＯＩウエーハは、
近年の高集積化デバイス作製に好適に用いることができる。
以上説明したように、本発明に係るＳＯＩウエーハの製造方法では、剥離工程後、水素ま
たはアルゴンを含む雰囲気の下で、ＳＯＩ層を有するウエーハに急速加熱・急速冷却装置
とバッチ式炉による２段階の熱処理を施すことによって、ウエーハの剥離面の表面粗さの
短周期成分と長周期成分を共に大きく改善することができる。また、結晶性も回復し、用
いるボンドウエーハ中のＣＯＰに起因するピットが生じることもない。
さらに、ＲＴＡ装置による熱処理で非常に短い時間で表面粗さの短周期成分を改善し、一
方、バッチ式炉により大量のウエーハを一度に処理してその長周期成分を改善しているた
め、全体として効率良く熱処理を行うことができ、優れた表面性状のＳＯＩウエーハを低
コストで製造することができる。
発明を実施するための最良の形態
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明するが、本発明はこれらに限定され
るものではない。
ここで、図１は本発明の水素イオン剥離法でＳＯＩウエーハを製造する方法の製造工程の
一例を示すフロー図である。
以下、本発明を２枚のシリコンウエーハを結合する場合を中心に説明する。
まず、図１の水素イオン剥離法において、工程（ａ）では、２枚のシリコン鏡面ウエーハ
を準備するものであり、デバイスの仕様に合った基台となるベースウエーハ１とＳＯＩ層
となるボンドウエーハ２を準備する。
次に工程（ｂ）では、そのうちの少なくとも一方のウエーハ、ここではボンドウエーハ２
を熱酸化し、その表面に約０．１μｍ～２．０μｍ厚の酸化膜３を形成する。
工程（ｃ）では、表面に酸化膜を形成したボンドウエーハ２の片面に対して水素イオンま
たは希ガスイオンのうち少なくとも一方、ここでは水素イオンを注入し、イオンの平均進
入深さにおいて表面に平行な微小気泡層（封入層）４を形成させるもので、この注入温度
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は２５～４５０℃が好ましい。
工程（ｄ）は、水素イオン注入したボンドウエーハ２の水素イオン注入面に、ベースウエ
ーハ１を酸化膜を介して重ね合せて接合させる工程であり、常温の清浄な雰囲気下で２枚
のウエーハの表面同士を接触させることにより、接着剤等を用いることなくウエーハ同士
が接着する。
次に、工程（ｅ）は、封入層４を境界として剥離することによって、剥離ウエーハ５とＳ
ＯＩ層を有するウエーハ６（ＳＯＩ層７＋埋込み酸化膜３＋ベースウエーハ１）に分離す
る剥離熱処理工程で、例えば不活性ガス雰囲気下約５００℃以上の温度で熱処理を加えれ
ば、結晶の再配列と気泡の凝集とによって剥離ウエーハ５とＳＯＩ層を有するウエーハ６
（以下、これに熱処理を施した場合も含め、単にＳＯＩウエーハという場合がある）に分
離される。
ここまでの工程は、本発明の方法も、従来の水素イオン剥離法と同じである。そして、本
発明では、この剥離熱処理工程（ｅ）後、水素またはアルゴンを含む雰囲気の下で、ＳＯ
Ｉ層７を有するウエーハ６に急速加熱・急速冷却装置とバッチ式炉による２段階の熱処理
を施す（工程（ｇ））ことを特徴としている。なおこの場合、水素またはアルゴンを含む
雰囲気として、水素１００％またはアルゴン１００％、あるいは水素とアルゴンの混合ガ
スとすることもできる。
なお、剥離熱処理工程（ｅ）の後、前記２段階の熱処理工程（ｇ）を行う前に、従来通り
工程（ｆ）で、結合熱処理を行っても良い。この工程（ｆ）は、前記工程（ｄ）、（ｅ）
の接合工程および剥離熱処理工程で密着させたウエーハ同士の結合力では、そのままデバ
イス作製工程で使用するには弱いので、結合熱処理としてＳＯＩ層を有するウエーハ６に
高温の熱処理を施して結合強度を十分なものとする。この熱処理は例えば不活性ガス雰囲
気下、１０５０℃～１２００℃で３０分から２時間の範囲で行うことが好ましい。
本発明では、剥離熱処理工程（ｅ）の後、前記のように必要に応じて結合熱処理を行い、
次に水素またはアルゴンを含む雰囲気の下で、ＳＯＩ層を有するウエーハ６に急速加熱・
急速冷却装置とバッチ式炉による２段階の熱処理を行うが、この場合、結合熱処理（工程
（ｆ））を別途行うのでは非効率的であるので、本発明の急速加熱・急速冷却装置とバッ
チ式炉による２段階の熱処理を、結合熱処理を兼ねるものとすることができる。
なお、急速加熱・急速冷却装置による熱処理とバッチ式炉による熱処理の施す順番は、特
にボンドウエーハとしてＣＯＰを多く有する通常のＣＺウエーハを使用する場合には、急
速加熱・急速冷却装置による熱処理を先に行うことが好ましい。
これは、前述のようにＣＺウエーハ中には結晶製造時に導入されたＣＯＰが存在する。し
たがって、近年要求されているようなＳＯＩ層が薄い場合には、このＣＯＰがＳＯＩ層を
貫通して存在し、ピンホールを形成する場合がある。このような場合、水素またはアルゴ
ンを含む雰囲気下の熱処理をバッチ式炉内で長時間にわたって行うと、熱処理中にこのピ
ンホールを通って、水素ガスまたはアルゴンガスが侵入し、埋め込み酸化膜３をエッチン
グし、ピットが生じてしまうおそれがあるからである。
したがって、ボンドウエーハとして通常のＣＺウエーハを使用する場合には、最初に急速
加熱・急速冷却装置による熱処理を行って表面粗さの短周期成分を改善すると同時に表面
の結晶性を回復し、ＳＯＩ層中のＣＯＰを大幅に低減し、次いでバッチ式炉による比較的
長時間の熱処理を行ってその長周期成分を改善すれば、表面粗さの短周期成分と長周期成
分が共に改善されると共に、ピットが生じるおそれも無くなる。
一方、用いるボンドウエーハを、エピタキシャルウエーハまたはＦＺウエーハ、あるいは
少なくとも表面のＣＯＰを低減したＣＺウエーハとした場合には、上記のような埋め込み
酸化膜をエッチングしてしまうような問題は生じないので、原則としていずれの熱処理を
先行させてもよいし、急速加熱・急速冷却装置による熱処理を省略してバッチ式炉のみで
高温長時間の熱処理も可能となる。
すなわち、ボンドウエーハの材料を適切に選択すれば、１０００～１３００℃程度の温度
で１０分～５時間程度の熱処理をバッチ式炉で施すことにより、２段階の熱処理の場合と
同様に、埋め込み酸化膜のエッチングの問題を回避しつつ、表面粗さの短周期成分と長周
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期成分とがともに優れたＳＯＩウエーハを得ることができる。
ここで、少なくとも表面のＣＯＰを低減したＣＺウエーハとは、通常のＣＺ単結晶の引上
げ速度（約１ｍｍ／ｍｉｎ）を例えば０．６ｍｍ／ｍｉｎ以下で引上げることにより、結
晶全体のＣＯＰを低減した単結晶インゴットから作製されたＣＺウエーハや、引上げ時の
Ｖ／Ｇ（Ｖ：引上げ速度、Ｇ：結晶固液界面軸方向温度勾配）を制御して結晶全体のＣＯ
Ｐ等のグローイン（Ｇｒｏｗｎ－ｉｎ）欠陥を低減した単結晶インゴットから作製された
ＣＺウエーハ、あるいは通常の引上げ条件で作製されたＣＺウエーハに水素やアルゴン等
の雰囲気下で熱処理を加え、ウエーハ表面の少なくともＳＯＩ層となる領域に含まれるＣ
ＯＰを低減したＣＺウエーハなどを挙げることができる。
以上の工程（ａ）～（ｇ）を経て、表面粗さの長周期成分及び短周期成分が共に改善され
ている上、結晶品質が高く、膜厚均一性の高いＳＯＩ層７を有し、かつピットの形成も無
い高品質のＳＯＩウエーハ６を製造することができる（工程（ｈ））。
また、少なくとも表面のＣＯＰを低減したＣＺウエーハとして、結晶全体のＣＯＰを低減
した単結晶インゴットから作製されたＣＺウエーハを選択することにより、次のような顕
著な効果が得られる。
すなわち、通常の結晶引き上げ条件で作製したＣＺウエーハを用いて製造されたＳＯＩウ
エーハに比べてＳＯＩ層中のＣＯＰが低減されたＳＯＩウエーハを製造するためのボンド
ウエーハとしては、結晶全体のＣＯＰを低減した単結晶インゴットから作製されたＣＺウ
エーハを用いる以外に、エピタキシャルウエーハ、ＦＺウエーハ、水素（アルゴン）アニ
ールされたＣＺウエーハを用いることが考えられる。
しかし、エピタキシャルウエーハの場合、通常の鏡面研磨されたウエーハの表面上にエピ
タキシャル層が堆積されており、その表面粗さ（ヘイズレベル）は通常の鏡面研磨面に比
べて劣化する。さらに、その表面にマウンドと呼ばれる突起物等が発生する場合もあるた
め、その面を接合すると、これらの影響によりボイドやブリスターと呼ばれる接合不良が
発生しやすい。従って、エピタキシャル層をわずかに研磨してから接合に供するといった
手段が取られることもある。
これに対して、結晶全体のＣＯＰを低減した単結晶インゴットから作製されたＣＺウエー
ハの場合、単結晶インゴットから切り出され、鏡面ウエーハに加工された鏡面研磨面をそ
のまま使用できるのでエピタキシャルウエーハに比べて接合不良を低減することができる
。
また、剥離後のボンドウエーハを再びボンドウエーハとして再利用する際には、剥離面を
研磨してから使用する必要があるが、エピタキシャルウエーハの場合には研磨代を大きく
するとエピタキシャル層が除去されてしまうという問題があるため、予めエピタキシャル
層の厚さを十分に厚く堆積しておくか、研磨代を少なくするといった対策が必要となる。
この問題は、水素（アルゴン）アニールされたＣＺウエーハの様に、ウエーハ表面近傍の
みのＣＯＰが低減されているウエーハでも同様のことが言える。
これに対して、結晶全体のＣＯＰを低減した単結晶インゴットから作製されたＣＺウエー
ハの場合、ウエーハ全体のＣＯＰが低減されているため、再利用する際の研磨代を制限す
る必要は全くなく、複数回の再利用が可能となる。
また、結晶全体のＣＯＰを低減した単結晶インゴットから作製されたＣＺウエーハは、大
直径化が可能である点で有利である。ＦＺウエーハを用いる場合には、現在、商用レベル
で生産されている最大直径は１５０ｍｍであり、２００ｍｍ、３００ｍｍあるいはこれ以
上の直径のウエーハを得ることは非常に困難であるのに対し、ＣＺウエーハの場合は既に
直径３００ｍｍのウエーハも量産されており、これ以上の大直径の研究も進んでいるため
、大直径化への適用も十分に可能である。
以上のように、結晶全体のＣＯＰを低減した単結晶インゴットから作製されたＣＺウエー
ハをボンドウエーハに用いて水素イオン剥離法によるＳＯＩウエーハを製造することは、
接合不良低減、ボンドウエーハへの再利用、大直径への適用という３つの効果を兼ね備え
た唯一の方法であると言える。
本発明で行われる２段階の熱処理について、以下さらに詳しく説明する。
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まず、水素またはアルゴンを含む雰囲気下で急速加熱・急速冷却装置を用いて行う熱処理
は、１０００℃～シリコンの融点以下の温度範囲で、１～３００秒間行うようにすること
ができる。
このように、剥離後のＳＯＩ層を有するウエーハに急速加熱・急速冷却装置を用いて水素
またはアルゴンを含む雰囲気下の熱処理を施せば、極めて短時間で効率よくＳＯＩ層表面
の結晶性を回復し、表面粗さ、特にその短周期成分（約１μｍ角前後）を改善し、ＳＯＩ
層中のＣＯＰも大幅に低減することができる。なお、熱処理温度としては、１２００～１
３５０℃の温度範囲とするのがより効果的である。
このような、本発明で用いられる、ＳＯＩウエーハを水素またはアルゴンを含む雰囲気下
で急速加熱・急速冷却できる装置としては、熱放射によるランプ加熱器のような装置を挙
げることができる。また、市販されているものとして、例えばＡＳＴ社製、ＳＨＳ－２８
００のような装置を挙げることができ、これらは特別複雑で高価なものではない。
ここで、本発明で用いたＳＯＩ層を有するウエーハを水素またはアルゴンを含む雰囲気下
で急速加熱・急速冷却できる装置の一例を示す。図６は、急速加熱・急速冷却できる装置
の概略図である。
図６の熱処理装置２０は、例えば炭化珪素あるいは石英からなるベルジャ２１を有し、こ
のベルジャ２１内でウエーハを熱処理するようになっている。加熱は、ベルジャ２１を囲
繞するように配置される加熱ヒータ２２，２２’によって行う。この加熱ヒータは上下方
向で分割されており、それぞれ独立に供給される電力を制御できるようになっている。も
ちろん加熱方式は、これに限定されるものではなく、いわゆる輻射加熱、高周波加熱方式
としてもよい。加熱ヒータ２２，２２’の外側には、熱を遮蔽するためのハウジング２３
が配置されている。
炉の下方には、水冷チャンバ２４とベースプレート２５が配置され、ベルジャ２１内と、
大気とを封鎖している。そしてＳＯＩウエーハ２８はステージ２７上に保持されるように
なっており、ステージ２７はモータ２９によって上下動自在な支持軸２６の上端に取りつ
けられている。水冷チャンバ２４には横方向からウエーハを炉内に出し入れできるように
、ゲートバルブによって開閉可能に構成される不図示のウエーハ挿入口が設けられている
。また、ベースプレート２５には、ガス流入口と排気口が設けられており、炉内ガス雰囲
気を調整できるようになっている。
以上のような熱処理装置２０によって、ＳＯＩウエーハを水素またはアルゴンを含む雰囲
気下で急速加熱・急速冷却する熱処理は次のように行われる。
まず、加熱ヒータ２２，２２’によってベルジャ２１内を、例えば１０００℃～シリコン
の融点以下の所望温度に加熱し、その温度に保持する。分割された加熱ヒータそれぞれを
独立して供給電力を制御すれば、ベルジャ２１内を高さ方向に沿って温度分布をつけるこ
とができる。したがって、ウエーハの処理温度は、ステージ２７の位置、すなわち支持軸
２６の炉内への挿入量によって決定することができる。熱処理雰囲気は、ベースプレート
２５のガス流入口より水素またはアルゴンを含む雰囲気ガスを導入することによって調整
する。
ベルジャ２１内が所望温度で維持されたなら、熱処理装置２０に隣接して配置される、不
図示のウエーハハンドリング装置によってＳＯＩウエーハを水冷チャンバ２４の挿入口か
ら入れ、最下端位置で待機させたステージ２７上に例えばＳｉＣボート等を介してウエー
ハを乗せる。この時、水冷チャンバ２４およびベースプレート２５は水冷されているので
、ウエーハはこの位置では高温化しない。
そして、ＳＯＩウエーハのステージ２７上への載置が完了したなら、すぐにモータ２９に
よって支持軸２６を炉内に挿入することによって、ステージ２７を１０００℃～シリコン
の融点以下の所望温度位置まで上昇させ、ステージ上のＳＯＩウエーハに高温熱処理を加
える。この場合、水冷チャンバ２４内のステージ下端位置から、所望温度位置までの移動
には、例えば２０秒程度しかかからないので、ＳＯＩウエーハは急速加熱されることにな
る。
そして、ステージ２７を所望温度位置で、所定時間停止（例えば１～３００秒）させるこ
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とによって、ＳＯＩ層を有するウエーハに水素またはアルゴンを含む雰囲気下で、停止時
間分の高温熱処理を加えることができる。所定時間が経過し高温熱処理が終了したなら、
すぐにモータ２９によって支持軸２６を炉内から引き抜くことによって、ステージ２７を
下降させ水冷チャンバ２４内の下端位置とする。この下降動作も、例えば２０秒程度で行
うことができる。ステージ２７上のＳＯＩ層を有するウエーハは、水冷チャンバ２４およ
びベースプレート２５が水冷されているので、急速に冷却される。最後に、ウエーハハン
ドリング装置によって、ＳＯＩウエーハを取り出すことによって、熱処理を完了する。
さらに熱処理するＳＯＩウエーハがある場合には、熱処理装置２０の温度を降温させてな
いので、次々にウエーハを投入し連続的に熱処理をすることができる。
次いで、本発明で用いられるＳＯＩウエーハの急速加熱・急速冷却装置（ＲＴＡ装置）の
他の一例を示す。
図７の熱処理装置３０は、石英からなるチャンバー３１を有し、このチャンバー３１内で
ウエーハ３８を熱処理するようになっている。加熱は、チャンバー３１を上下左右から囲
繞するように配置される加熱ランプ３２によって行う。このランプ３２はそれぞれ独立に
供給される電力を制御できるようになっている。
ガスの排気側は、オートシャッター３３が装備され、外気を封鎖している。オートシャッ
ター３３には、ゲートバルブによって開閉可能に構成される不図示のウエーハ挿入口が設
けられている。また、オートシャッター３３にはガス排気口が設けられており、炉内雰囲
気を調整できるようになっている。
そして、ウエーハ３８は石英トレイ３４に形成された３点支持部３５の上に配置される。
トレイ３４のガス導入口側には、石英製のバッファ３６が設けられており、導入ガスがウ
エーハ３８に直接当たるのを防ぐことができる。
また、チャンバー３１には不図示の温度測定用特殊窓が設けられており、チャンバー３１
の外部に設置されたパイロメータ３７により、その特殊窓を通してウエーハ３８の温度を
測定することができる。
以上のような熱処理装置３０によって、ウエーハを急速加熱・急速冷却する処理は次のよ
うに行われる。
まず、熱処理装置３０に隣接して配置される、不図示のウエーハハンドリング装置によっ
てウエーハ３８を挿入口からチャンバー３１内に入れ、トレイ３４上に配置した後、オー
トシャッター３３を閉める。
そして、加熱ランプ３２に電力を供給し、ウエーハ３８を例えば１１００～１３００℃の
所定の温度に昇温する。この際、目的の温度になるまでに要する時間は例えば２０秒程度
である。次にその温度において所定時間保持することにより、ウエーハ３８に高温熱処理
を加えることができる。所定時間経過し高温熱処理が終了したなら、ランプの出力を下げ
ウエーハの温度を下げる。この降温も例えば２０秒程度で行うことができる。最後に、ウ
エーハハンドリング装置によってウエーハ３８を取り出すことにより、熱処理を完了する
。
以上のように、本発明でいう急速加熱・急速冷却装置（ＲＴＡ装置）による熱処理とは、
図６のような装置を用い、前記温度範囲に設定された熱処理炉中にウエーハを直ちに投入
し、上記熱処理時間の経過後、直ちに取り出す方法や、図７のような装置を用い、ウエー
ハを熱処理炉内の設定位置に配置した後、ランプ加熱器等で直ちに加熱処理する方法など
を挙げることができる。この直ちに投入し、取り出すというのは、従来行われている一定
時間での昇温、降温操作や熱処理炉内にウエーハを、ゆっくり投入し、取り出すいわゆる
ローディング、アンローディング操作を行わないということである。ただし、炉内の所定
位置まで運ぶには、ある程度の時間を有するのは当然であり、ウエーハを投入するための
移動装置の能力に従い、数秒から数分間で行われるというものである。
このような図６又は図７に示す熱処理装置を用いて熱処理する場合、本発明の水素または
アルゴンを含む雰囲気下の熱処理の雰囲気としては、例えば水素１００％雰囲気またはア
ルゴン１００％雰囲気、あるいは水素とアルゴンとの混合雰囲気で行うことができる。
このような熱処理雰囲気とすれば、ＳＯＩウエーハ表面に害となるような被膜を形成する
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こともなく、確実にＳＯＩウエーハの表面のダメージ層の結晶性を回復し、表面粗さ、特
にその短周期成分を改善するこができるからである。
次に、本発明で行われる２段階の熱処理のうち、水素またはアルゴンを含む雰囲気下でバ
ッチ式炉による熱処理について説明する。
ここで、バッチ式炉とは、通常、縦型または横型の熱処理炉に複数のウエーハを載置し、
水素ガスを導入して比較的緩やかに昇温した後、所定温度で所定時間熱処理を施し、比較
的ゆっくりと降温する、いわゆるバッチ式の熱処理炉であり、一度に大量のウエーハの熱
処理が可能である。また、温度の制御性に優れており、安定した操業が可能である。
バッチ式炉による熱処理条件は、熱処理時間が長くなること以外、基本的には上記ＲＴＡ
装置の場合と変わらず、水素１００％雰囲気またはアルゴン１００％雰囲気、あるいは水
素とアルゴンとの混合雰囲気の下、１０００℃～シリコンの融点以下の温度、特に、１２
００～１３５０℃の温度範囲とするのがより効果的である。
このように、バッチ式炉を用いて水素またはアルゴンを含む雰囲気下の熱処理を施せば、
ＳＯＩウエーハの表面粗さの長周期成分（例えば約１０μｍ角前後）を改善することがで
きる。特に、前記急速加熱・急速冷却装置を用いた熱処理後に、上記のようなバッチ式炉
を用いた熱処理を施すことにより、ボンドウエーハとしてＣＺウエーハを用いた場合でも
、ＳＯＩウエーハの短周期から長周期に及ぶ表面粗さの改善を行うことができると共に、
ＣＯＰ起因で生じるピットも無いＳＯＩウエーハとすることができる。
また、急速加熱・急速冷却装置のみで長時間処理する方法に比べ、効率的に熱処理するこ
とができ、表面特性に優れたＳＯＩウエーハを高いスループットで、かつ低コストで製造
することができる。
以上のように本発明により製造されたＳＯＩウエーハは、その表面粗さに関する１μｍ角
及び１０μｍ角のＲＭＳ値が共に０．５ｎｍ以下のＳＯＩウエーハとすることができる。
このように表面粗さに関する１μｍ角及び１０μｍ角のＲＭＳ値が共に０．５ｎｍ以下で
ある本発明に係るＳＯＩウエーハは、短周期から長周期に及ぶその表面粗さが、鏡面研磨
ウエーハと略同等であり、しかも膜厚均一性にも優れるため、近年の高集積デバイスの作
製に好適に使用することができる。
以下、本発明に係る熱処理試験、並びに実施例及び比較例を挙げて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。
＜ＲＴＡ装置による熱処理試験＞
ＳＯＩウエーハの製造：
まず、ＣＺ法により製造した直径が１５０ｍｍのシリコン鏡面ウエーハのうち、一方をベ
ースウエーハ１、他方をボンドウエーハ２として用い、図１の（ａ）～（ｅ）に従って、
ボンドウエーハ２を剥離して、ＳＯＩ層を有するウエーハ６を得た。この時、ＳＯＩ層７
の厚さは０．４ミクロンとし、その他イオン注入等の主な条件は次の通りとした。
１）埋込み酸化膜厚：４００ｎｍ（０．４ミクロン）、
２）水素注入条件：Ｈ＋イオン、注入エネルギ　１００ｋｅＶ
注入線量　８×１０１６／ｃｍ２

３）剥離熱処理条件：Ｎ２ガス雰囲気下、５００℃、３０分
こうして厚さ約０．４ミクロンのＳＯＩ層７を有するウエーハ６を得た。
表面粗さの測定：
まず、図１（ｅ）の剥離したまま、すなわち本発明に係る２段階熱処理を全く施していな
いＳＯＩ層を有するウエーハの表面（剥離面）の表面粗さについて、原子間力顕微鏡法に
より１ミクロン角及び１０ミクロン角でＰ－Ｖ（Ｐｅａｋ　ｔｏ　Ｖａｌｌｅｙ）値及び
ＲＭＳ値での表面粗さの測定を行った。Ｐ－Ｖ値で、１ミクロン角の場合は平均５６．５
３ｎｍ、１０ミクロン角の場合は平均５６．６３ｎｍだった。また、ＲＭＳ（自乗平均平
方根粗さ）値では、１ミクロン角の場合は平均７．２１ｎｍ、１０ミクロン角の場合は平
均５．５０ｎｍであった。
次に、前記図１の（ａ）～（ｅ）の工程により得られたＳＯＩ層を有するウエーハに、水
素を含む雰囲気の下、１０００℃～１２２５℃の温度範囲でＲＴＡ処理を施した後、原子
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間力顕微鏡法により１ミクロン角及び１０ミクロン角でＰ－Ｖ値及びＲＭＳ値での表面粗
さを測定した。
以上の測定結果を図２から図５のグラフに示した。
図２は、ＲＴＡ処理温度及び処理時間と、１ミクロン角でのＰ－Ｖ値の関係を示したグラ
フである。このグラフから、１０００℃～１２２５℃の温度範囲で数秒ないし数十秒のＲ
ＴＡ処理を施すことにより、未処理のものに比べ表面粗さの短周期成分（１μｍ）が大き
く改善され、鏡面研磨ウエーハ（ＰＷ）に近いＰ－Ｖ値が得られることが分かる。尚、図
２において、１０００、１１００、１２００、１２２５℃の各温度に対応するプロットの
形状は、それぞれ四角、三角、ひし形、丸で表してある。
一方、図３は、ＲＴＡ処理温度及び処理時間と、１０ミクロン角でのＰ－Ｖ値の関係を示
したグラフである。表面粗さの長周期成分（１０μｍ）に関しては、上記短周期成分の場
合とは異なり、処理時間が長くなるほど徐々に改善され、鏡面研磨ウエーハ（ＰＷ）と同
等のＰ－Ｖ値を得るには、処理温度により差があるが、例えば１２２５℃で処理した場合
でも数千秒程度の時間を要することが分かる。
また、図４及び図５は、それぞれ表面粗さの短周期成分（１μｍ）と長周期成分（１０μ
ｍ）についてＲＭＳ値での測定結果を示したものであり、ＲＴＡ処理温度及び処理時間と
、ＲＭＳ値の関係を示したグラフである。
図４のグラフから、１２００℃のＲＴＡ処理では処理時間が長いほどＲＭＳ値が減少し、
表面粗さが経時的に改善する傾向を示しているものの、いずれの温度でも数秒ないし数十
秒のＲＴＡ処理を施すことにより鏡面研磨ウエーハ（ＰＷ）と同程度までＲＭＳ値が大き
く改善されていることが分かる。尚、図４のプロット形状と熱処理温度との関係は図２と
同様である。
一方、表面粗さの長周期成分に関しては、図５のグラフから明らかなように、上記短周期
成分の場合とは異なり、処理時間が長くなるほど徐々に改善され、鏡面研磨ウエーハ（Ｐ
Ｗ）と同程度のＲＭＳ値を得るには、処理温度により差があるが、例えば１２２５℃で処
理した場合でも数千秒程度の時間を要することが分かる。
以上の結果から、ＲＴＡ処理を施すことにより、表面粗さの短周期成分（約１μｍ）につ
いては非常に短い時間（数秒ないし数十秒）で大きく改善されて鏡面研磨ウエーハと同程
度となるが、長周期成分（約１０μｍ）については、処理温度にもよるが、長時間（数千
秒以上）に及んで熱処理しなければ鏡面研磨ウエーハと同程度とはならないことが分かる
。
＜実施例１、２及び比較例１＞
ＳＯＩウエーハの熱処理：
図１の（ａ）～（ｅ）工程に従って前記ＲＴＡ装置による熱処理試験で使用したＳＯＩウ
エーハと同条件で製造されたＳＯＩウエーハに、表１に示す熱処理条件の下でＲＴＡ装置
による熱処理（水素１００％雰囲気）を施した後、バッチ式炉による熱処理（アルゴン１
００％雰囲気）を施し、本発明に係る２段階の熱処理を施したＳＯＩウエーハを得た（実
施例１、２）。一方、ＲＴＡ装置による熱処理後、バッチ式炉による熱処理を施さないも
のも用意した（比較例１）。

表面粗さ測定：
前記実施例１、２及び比較例１で得たＳＯＩウエーハの熱処理前及び熱処理後の表面粗さ
（ＲＭＳ値）を原子間力顕微鏡法により１ミクロン角及び１０ミクロン角で測定し、その
結果を表２に示した。
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表２の結果から明らかなように、熱処理前のＲＭＳ値は、１μｍ角、１０μｍ角ともウエ
ーハ間での差はほとんど見られない。
一方、熱処理後では、１μｍ角ではウエーハ間での差はほとんど無いものの、１０μｍ角
では実施例１、２のウエーハは大きく改善されて、それらの１μｍ角のＲＭＳ値に近い値
を示しているのに対し、バッチ式炉による熱処理を施していない比較例１のウエーハは、
１μｍ角では大きく改善されているが、１０μｍ角では実施例１、２のＲＭＳ値よりかな
り大きく、表面粗さの長周期成分が十分改善されていないことが分かる。
＜実施例３、４＞
ボンドウエーハの作製：
磁場を印可して引き上げるＣＺ法を用い、引き上げ条件（Ｖ／Ｇ）を制御してグローイン
欠陥を低減したシリコン単結晶を引き上げ、このインゴットを通常の方法により加工し、
結晶全体のＣＯＰを低減したＣＺ鏡面ウエーハ（直径２００ｍｍ、結晶方位＜１００＞）
を作製した（実施例３）。このウエーハ表面のＣＯＰおよびヘイズレベルを表面検査装置
（ＫＬＡテンコール社製、ＳＰ－１）により測定したところ、直径０．１２μｍ以上のＣ
ＯＰは全く存在せず、その鏡面のヘイズレベルは平均約０．０３ｐｐｍであった。
一方、通常の引き上げ条件（引き上げ速度１．２ｍｍ／ｍｉｎ）で引き上げたシリコン単
結晶インゴットから作製されたＣＺ鏡面ウエーハ（直径２００ｍｍ、結晶方位＜１００＞
）を、エピタキシャル成長装置に投入し、１１２５℃で１０μｍ厚のエピタキシャル層を
有するエピタキシャルウエーハを作製した（実施例４）。
エピタキシャル層堆積前のＣＺウエーハ表面に存在する直径０．１２μｍ以上のＣＯＰは
平均約１０００個／ウエーハであった。また、エピタキシャル層表面のヘイズレベルは、
平均約０．２ｐｐｍであった。また、マウンドと呼ばれる突起物が見られるウエーハも存
在していた。
ＳＯＩウエーハの製造：
前記実施例３、実施例４の方法によりボンドウエーハとして作製されたウエーハをそれぞ
れ１０枚ずつ用意し、図１の（ａ）～（ｅ）工程に従い、前記ＲＴＡ装置による熱処理試
験と同一条件でＳＯＩウエーハを製造し、剥離後のＳＯＩ表面や接合界面を観察すること
により、ボイドやブリスターの有無を調査するとともに、その発生原因を評価した。その
結果、実施例３のウエーハを用いて製造したＳＯＩウエーハの場合は、ボンドウエーハの
表面（接合面）のヘイズや突起物に起因すると考えられるボイドは全く観察されなかった
のに対し、実施例４のウエーハを用いて製造したＳＯＩウエーハの場合、エピタキシャル
層表面のヘイズまたはマウンドに起因すると考えられるボイドやブリスターが存在するウ
エーハが１０枚中３枚あることが確認された。
ＳＯＩウエーハの熱処理：
前記実施例３、実施例４の剥離後のＳＯＩウエーハに対し、ＳＯＩ層表面を研磨すること
なく、バッチ式炉を用いてアルゴン９７％／水素３％雰囲気下、１２２５℃、３時間の熱
処理を行なった。
表面粗さ測定：
前記実施例３、４で得たＳＯＩウエーハの熱処理前後の表面粗さを１ミクロン角及び１０
ミクロン角で測定し表３に示した。
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以上、実施例を示して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものでは
ない。上記実施形態は単なる例示であり、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。
例えば、上記実施例ではＣＺウエーハ及びエピタキシャルウエーハが用いられているが、
本発明で使用できるウエーハはこれに限定されず、ＦＺウエーハや水素（アルゴン）アニ
ールウエーハを用いることもできる。
また、上記では２枚の半導体ウエーハ（シリコンウエーハ）を結合する場合を中心に説明
したが、本発明はこれには限定されず、半導体ウエーハと絶縁基板（例えば、石英、サフ
ァイア、アルミナ基板等）とを直接結合してＳＯＩウエーハを作製する場合にも同様に適
用することができる。
【図面の簡単な説明】
図１（ａ）～（ｈ）は、本発明の水素イオン剥離法によるＳＯＩウエーハの製造工程の一
例を示すフロー図である。
図２は、ＲＴＡ処理温度及び処理時間と、１ミクロン角でのＰ－Ｖ値の関係を示したグラ
フである。
図３は、ＲＴＡ処理温度及び処理時間と、１０ミクロン角でのＰ－Ｖ値の関係を示したグ
ラフである。
図４は、ＲＴＡ処理温度及び処理時間と、１ミクロン角でのＲＭＳ値の関係を示したグラ
フである。
図５は、ＲＴＡ処理温度及び処理時間と、１０ミクロン角でのＲＭＳ値の関係を示したグ
ラフである。
図６は、急速加熱・急速冷却装置の一例を示した、概略図である。
図７は、急速加熱・急速冷却装置の他の一例を示した、概略図である。
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