
JP 4949014 B2 2012.6.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板（１）と、多層構造（Ｉ）とを連続して備えるドナーウェハ（１０）から、有用層
を分離する方法であって、前記多層構造（Ｉ）は半導体材料から選択した材料を備える除
去する有用層（３、３Ｂ、３Ｄ）を含み、前記分離する方法は、
　前記ドナーウェハ（１０）から前記有用層（３、３Ｂ、３Ｄ）の最初の分離を行う工程
と、
　前記ドナーウェハから前記有用層（３、３Ｂ、３Ｄ）の最初の分離を実行した後に前記
ドナーウェハをリサイクルする工程であって、前記ドナーウェハ（１０）の前記分離が行
われた側の面上の、前記最初の分離中に出現した表面欠陥を含む表面材料の厚みの除去を
行う除去工程を含むリサイクルする工程と、
　前記ドナーウェハ（１０）から他の有用層（２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、３Ａ、３Ｃ）の次
の分離を行う工程と、
　を備え、
　前記最初の分離を行う工程および前記次の分離を行う工程は、
　　（ａ）分離すべき前記有用層の側で前記ドナーウェハ（１０）を受け入れ基板（５）
に結合する工程と、
　（ｂ）前記ドナーウェハ（１０）の前記多層構造（Ｉ）に含まれる前記有用層を分離す
る工程と、
を含み、
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　前記ドナーウェハ（１０）の前記多層構造（Ｉ）が、上を覆われた層の除去に対する停
止層を備え、前記工程（ｂ）の分離が前記停止層の上を覆う前記多層構造の一部分上で実
行され、
　前記最初の分離を行う工程の前には前記多層構造は少なくとも前記他の有用層（２、２
Ａ、２Ｂ、２Ｃ、３Ａ、３Ｃ）を含み、前記リサイクルする工程中に生じる前記除去工程
の後に、前記多層構造（Ｉ）の少なくとも一部（Ｉ’’）が前記ドナーウェハ（１０）の
前記基板（１）上に残存し、この残存部分（Ｉ’’）は前記他の有用層を再形成するため
の追加的な工程を伴わずに、前記次の分離を行う工程中に分離されうる少なくとも前記他
の有用層（２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、３Ａ、３Ｃ）を含むことを特徴とする分離する方法。
【請求項２】
　前記除去工程が化学エッチングを含むことを特徴とする、請求項１に記載の分離する方
法。
【請求項３】
　前記多層構造（Ｉ）は、前記最初の分離を行う工程の前に、第１の層（２）と、前記第
１の層（２）上の第２の層（３）とを備えることを特徴とする、請求項１に記載の分離す
る方法。
【請求項４】
　前記第１の層（２）が、リサイクルする工程後に次に分離されうる有用層を備えること
を特徴とする、請求項３に記載の分離する方法。
【請求項５】
　前記第１の層（２）および前記第２の層（３）の界面近くの前記第１の層（２）および
前記第２の層（３）の２つの材料には、前記第１の層（２）よりも、分離すべき前記第２
の層（３）を侵食するための能力が大きく、前記第２の層の材料を選択的に除去する手段
が存在するような材料をそれぞれ選ぶことにより、前記第１の層（２）は前記第２の層（
３）の除去における前記停止層を構成し、さらに前記方法が前記停止層を用いて選択的な
除去の実行を含むことを特徴とする、請求項３または４に記載の分離する方法。
【請求項６】
　前記多層構造がそれぞれ前記第１及び第２の層から成る数個の対を備え、各対の前記第
２の層（３）は、前記選択的に材料を除去する手段によって、同一対の前記第１の層（２
）に対して選択的に除去できることを特徴とする、請求項５に記載の分離する方法。
【請求項７】
　前記最初の分離を行う工程の後に前記多層構造（Ｉ）が前記第１の層（２）より下に第
３の層（３Ａ）をも備え、前記第３の層（３Ａ）がリサイクル後に続いて分離することが
できる前記他の有用層を備えることを特徴とする、請求項３乃至６のいずれかに記載の分
離する方法。
【請求項８】
　前記第１の層（２）は第２の層（３Ｂ）と前記第３の層（３Ａ）との間に挿入され、前
記第１の層（２）の材料の自然格子定数が前記第２及び第３の層（３Ｂ、３Ａ）の格子定
数と異なり、さらに前記第１の層（２）が前記第２及び第３の層（３Ｂ、３Ａ）によって
弾性的に歪むことを特徴とする、請求項７に記載の分離する方法。
【請求項９】
　前記第１の層（２）及び第３の層（３Ａ）のそれぞれの２つの材料には、前記第３の層
（３Ａ）よりも、除去すべき前記第１の層（２）を侵食する能力が大きな、材料を選択的
に除去するための手段が存在するような材料を選ぶことにより、前記第３の層（３Ａ）は
前記第１の層（２）の除去における停止層を構成し、さらに前記方法が前記停止層を用い
た選択的な除去の実行を含むことを特徴とする、請求項７または８に記載の分離する方法
。
【請求項１０】
　前記多層構造が、それぞれ前記第３の層（３Ａ）、第１の層（２）、第２の層（３Ｂ）
から成る数個の三重層を備え、これらの層の内１つは、かかる選択的な除去が可能な手段
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によって、それより下の同一三重層の部分を構成する層に対して選択的な除去されること
が可能であることを特徴とする、請求項７乃至９のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項１１】
　前記選択的な除去が選択的化学エッチングを含むことを特徴とする、請求項５、６、９
、及び１０のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項１２】
　対象となる二材料間での化学エッチングの選択性が：
－　前記２つの材料が異なること；または
－　少なくとも１つの元素を除き、前記２つの材料が同じ元素を含むこと；または
－　前記２つの材料は同じであるが、一材料における少なくとも１つの元素の濃度が、他
の材料における同一元素の濃度と異なること；または
－　前記２つの材料の孔密度が異なること、により得られることを特徴とする、請求項１
１に記載の分離する方法。
【請求項１３】
　対象となる二材料間でのエッチングの選択性が、前記第１の層にドーピングによって導
入された少なくとも１つの追加元素を除き、前記２つの材料が同じ元素を含有することに
より得られることを特徴とする、請求項１２に記載の分離する方法。
【請求項１４】
　除去すべき材料の機械的侵食を選択的化学エッチングとの組み合わせで行うことにより
、選択的機械的化学的平坦化を用いる、請求項１１、１２、１３のいずれかに記載の分離
する方法。
【請求項１５】
　前記選択的な除去が選択的機械的侵食を含むことを特徴とする、請求項５、６、９、及
び１０のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項１６】
　前記選択的機械的侵食を研磨によって行い、場合により研削エッチング及び化学エッチ
ングの少なくとも一方がこれに付随することを特徴とする、請求項１５に記載の分離する
方法。
【請求項１７】
　前記選択的な除去が、脱酸素工程による酸化物層の除去を含み、前記酸化物層が犠牲的
であることを特徴とする、請求項５、６、９、及び１０のいずれかに記載の分離する方法
。
【請求項１８】
　前記犠牲酸化物層を形成するため、前記多層構造（Ｉ）の表面酸化工程をさらに含むこ
とを特徴とする、請求項１７に記載の分離する方法。
【請求項１９】
　前記基板（１）が支持基板とバッファ層とを備え、前記バッファ層が前記基板と前記多
層構造（Ｉ）との間に位置し、前記バッファ層が一定の化学組成と前記基板との格子不整
合とを有する結晶材料から成り、結晶学的欠陥を閉じ込めることを特徴とする、請求項１
乃至１８のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項２０】
　前記バッファ層がＳｉ、ＳｉＧｅ、Ｇｅ、または窒化物材料から成り、さらに前記多層
構造（Ｉ）が以下の材料、すなわち弾性的に歪むＳｉ、またはＳｉＧｅ、またはＧｅの内
少なくとも１つを備えることを特徴とする、請求項１９に記載の分離する方法。
【請求項２１】
　前記基板（１）が支持基板とバッファ構造とを備え、格子定数がその厚みを通じて、前
記支持基板の格子定数と、前記支持基板の格子定数と異なる別の格子定数との間で、徐々
に変化することを特徴とする、請求項１乃至１８のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項２２】
　前記バッファ構造が前記バッファ層上に追加層をも備え、前記追加層が：
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－欠陥を閉じ込めるに当って十分に厚い；及び
－前記支持基板の格子定数と異なる表面格子定数を備えること、の少なくとも一方である
ことを特徴とする、請求項２１に記載の分離する方法。
【請求項２３】
　前記バッファ構造と前記多層構造（Ｉ）の双方が、以下の原子合金族：
ＩＶ－ＩＶ族；
ＩＩＩ－Ｖ族；
ＩＩ－ＶＩ族；
の１つに属する原子合金を備え、この合金が二元、三元、四元またはより高度なタイプで
あることを特徴とする、請求項２０、２１、２２のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項２４】
　前記ドナー基板（１０）が：
－　第１の構成において：
　　－　Ｓｉの支持基板と、Ｇｅ濃度が厚みに伴い段階的に増加するＳｉＧｅのバッファ
層および前記バッファ層によって緩和されるＳｉＧｅの追加層を備えるバッファ構造と、
からなる基板（１）；
　　－　前記最初の分離を行う工程の前に、弾性的に歪むＳｉＧｅ及びＳｉの少なくとも
一方を備える多層構造（Ｉ）；または
－　第２の構成において：
　　－　Ｓｉの支持基板と、Ｇｅ濃度が０％と１００％との間で厚みに伴い段階的に増加
するＳｉＧｅのバッファ層および前記バッファ層によって緩和される、Ｓｉ濃度はほとん
どゼロであるＳｉＧｅの追加層を備えるバッファ構造とからなる基板（１）；
　　－　最初の分離を行う工程の前にＡｓＧａ及びＡｌＧａＡｓの少なくとも一方を備え
る多層構造（Ｉ）；または
－　第３の構成において：
　　－　バッファ構造との界面にてＡｓＧａを備える支持基板からなる基板（１）であっ
て、前記バッファ構造は、三元タイプまたはより高度なＩＩＩ－Ｖ族に属する原子合金を
備えるバッファ層を備え、ただしその組成は（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ）－（Ｎ，Ｐ，Ａｓ）の
可能な組み合わせの中から選ばれ、そして少なくとも２つの要素はＩＩＩ族の中から選ば
れ、あるいは少なくとも２つの要素はＶ族の中から選ばれ、これら２つの要素は前記バッ
ファ層の厚みの中で段階的に変化する濃度を有するように構成された基板（１）；
　　－　前記最初の分離を行う工程の前に、ＩＩＩ－Ｖ族に属する合金を備える多層構造
（Ｉ）；または
－　第４の構成において：
　　－　バッファ構造との界面でＡｓＧａを含む支持基板からなる基板（１）であって、
前記バッファ構造は、三元タイプまたはより高度なＩＩＩ－Ｖ族に属する原子合金を備え
るバッファ層を備え、その組成は（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ）－（Ｎ，Ｐ，Ａｓ）の可能な組み
合わせの中から選ばれ、そして少なくとも２つの要素はＩＩＩ族の中から選ばれ、あるい
は少なくとも２つの要素はＶ族の中から選ばれ、これら２つの要素は前記バッファ層の厚
みの中で段階的に変化する濃度を有するように構成された基板（１）；
　　－　前記バッファ構造はまた、その前記支持基板との界面の反対側の面の近くでＩｎ
Ｐの格子定数に類似する格子定数を有する；及び
　　－　前記多層構造（Ｉ）は、前記最初の分離を行う工程の前に、ＩｎＰ及びＩｎＧａ
Ａｓの少なくとも一方を備える；
または－　第５の構成において：
　　－　サファイアまたはＳｉＣまたはＳｉの支持基板と、ＡｌｘＧａ１－ｘＮのバッフ
ァ層であって、ｘは、前記支持基板との界面から始まって０ないし１にかけて厚み方向に
変化するバッファ層とからなる基板（１）；
　　－　ＧａＮの追加層；
　　－　前記最初の分離を行う工程の前に、ＡＩＮ、ＩｎＮ、及びＧａＮを備える多層構
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造（Ｉ）；または
－　第６の構成において：
　　－　サファイアまたはＳｉＣまたはＳｉの支持基板と、ＧａＮの中間層と、
　　　ＳｉＯ２のマスクと、ＧａＮのバッファ層とからなる基板（１）；
　　－　前記最初の分離を行う工程の前にＧａＮ、および場合により他の窒化物
　　　　を備える多層構造（Ｉ）、
を備えることを特徴とする、請求項１乃至１８のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項２５】
　前記最初の分離を行う工程の前に前記多層構造（１）が：
－　第１の構成において：
　　－　ほとんど弾性的に緩和されるＳｉＧｅの２つの層（３Ａ、３Ｂ）；及び
　　－　下記より成る、前記２つのＳｉＧｅ層の間の中間層（２）：
　　　　　－　隣接するＳｉＧｅエリアの格子定数に類似する格子定数を備える
　　　　　　　べく弾性的に歪むＳｉ；または
　　　　　－　Ｇｅの濃度が前記２つの隣接する層の各々におけるＧｅ濃度と異
　　　　　　　なり、前記隣接するエリアの格子定数に類似する格子定数を備え
　　　　　　　るべく弾性的に歪むＳｉＧｅ；または
　　　　　－　添加Ｓｉまたは添加ＳｉＧｅ；
　　　　　　　ただし、これら３つの層（３Ａ、３Ｂ、２）の少なくとも一層は、
　　　　　　　それの上を覆う層の選択的化学エッチングのための停止層であ
　　　　　　　る；または
－　第２の構成において：
　　－　ＧａＡｓの２つの層（３Ａ、３Ｂ）；
　　－　前記ＧａＡｓの２つの層（３Ａ、３Ｂ）の間に介在するＡｌＧａＡｓの
　　　　１つの中間層（２）；
　　　　ただし、これら３つの層（３Ａ、３Ｂ、２）の少なくとも一層は、それ
　　　　の上を覆う層の選択的化学エッチングのための停止層である；または
－　第３の構成において：
　　－　弾性的に緩和されるＳｉの２つの層（３Ａ、３Ｂ）；及び
　　－　下記より成る、前記Ｓｉの２つの層（３Ａ、３Ｂ）の間の中間層（２）：
　　　　　－　前記隣接するＳｉエリアの格子定数に類似する格子定数を備える
　　　　　　　べく弾性的に歪むＳｉＧｅ；または
　　　　　－　添加Ｓｉまたは添加ＳｉＧｅ；
　　　　　ただし、これら３つの層（３Ａ、３Ｂ、２）の少なくとも一層は、そ
　　　　　れの上を覆う層の選択的化学エッチングのための停止層である；または
－　第４の構成において：
　　－　ＩｎＰの２つの層（３Ａ、３Ｂ）；
　　－　前記ＩｎＰ層の２つの層（３Ａ、３Ｂ）の間のＩｎＧａＡｓＰの中間層
　　　　（２）：
　　ただし、これら３つの層（３Ａ、３Ｂ、２）の少なくとも一層は、それの上
　　を覆う層の選択的化学エッチングのための停止層である；または
－　第５の構成において：
　　－　ＡＩＮ層（３Ａ）とＧａＮ層（３Ｂ）との間のＩｎＮの中間層（２）；
－　第６の構成において：
　　－　２つのＧａＮの層（３Ａ、３Ｂ）の間のＩｎＮの中間層（２）、
を備えることを特徴とする、請求項２４に記載の分離する方法。
【請求項２６】
　前記ドナーウェハ（１０）の仕上げ工程を前記除去工程より前または後に行い、前記仕
上げ工程は、化学機械的研磨（ＣＭＰ）、エッチング、および少なくともひとつの熱処理
のなかから選択されることを特徴とする、請求項１乃至２５のいずれかに記載の分離する
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方法。
【請求項２７】
　前記ドナーウェハ（１０）が、炭素をさらに備える半導体材料の少なくとも１つの層を
備え、前記１つの層における炭素濃度が５０％を下回るかこれに等しい、請求項１乃至２
６のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項２８】
　前記ドナーウェハ（１０）が、炭素をさらに備える半導体材料の少なくとも１つの層を
備え、前記１つの層における炭素濃度が５％を下回るかこれに等しい、請求項１乃至２７
のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項２９】
　前記工程（ａ）より前に、結合層の形成を含むことを特徴とする、請求項１乃至２８の
いずれかに記載の分離する方法。
【請求項３０】
　－前記工程（ａ）より前に、前記有用層の下での脆化の形成を含むことを特徴とし、さ
らに：
－　前記有用層を備える構造を前記ドナーウェハ（１０）から分離するため、前記脆化区
域の中にエネルギーを供給することにより前記工程（ｂ）を適用することを特徴とする、
請求項１乃至２９のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項３１】
　原子種の注入により前記脆化区域を形成することを特徴とする、請求項３０に記載の分
離する方法。
【請求項３２】
　前記注入される原子種が水素及びヘリウムの少なくとも一方をある割合で含むことを特
徴とする、請求項３１に記載の分離する方法。
【請求項３３】
　層の多孔質化により前記脆化区域を形成することを特徴とする、請求項３１に記載の分
離する方法。
【請求項３４】
　前記工程（ｂ）より後に、分離が行われた前記有用層の表面を仕上げるもう１つの工程
を含むことを特徴とする、請求項１乃至３３のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項３５】
　前記有用層が下記材料：ＳｉＧｅ、Ｓｉ、（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ）－（Ｎ，Ｐ，Ａｓ）の
可能な組み合わせの中から選ばれた組成を有するＩＩＩ－Ｖ族に属する合金の内少なくと
も１つを含むことを特徴とする、請求項１乃至３４のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項３６】
　前記有用層は、半導体・オン・インシュレータ構造における半導体層の少なくとも一部
であることを特徴とする請求項１乃至３５のいずれかに記載の分離する方法。
【請求項３７】
　有用層を分離する工程および前記ドナーウェハのリサイクル工程は順番に反復して行わ
れることを特徴とする請求項１乃至３６のいずれかに記載の分離する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体材料製の層を除去した後のドナーウェハのリサイクルに関し、そのリ
サイクルは、除去を行った側のドナーウェハの部分からの物質除去を含む。
【発明の背景】
【０００２】
　この種のドナーウェハは、除去の前に、基板と、当該基板上の除去すべきエピタキシ成
長層とを備える。
【０００３】
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　除去した後、取り外された層は１つの構造に一体化され、そこから通常は電子工学、光
学、及び光電子工学分野のコンポーネントが作られる。
【０００４】
　したがって取り外される層には、１つまたは複数の基準よって定まる高い品質水準が要
求される。
【０００５】
　取り外される層の品質は、成長支持体に、すなわち当該層が成長するところの基板の品
質に、大きく左右される。
【０００６】
　この種の良質基板の形成は複雑で特別な配慮を要することが多く、技術的な困難と高い
費用を伴う。
【０００７】
　この点は、合金等の複合半導体材料で作られた層の除去を考える場合に特に当てはまり
、その手前のエピタキシ基板もまた、製造に困難と高い費用を伴う構造を備える。
【０００８】
　よって、製造時のこの種の困難は取分け、バッファ層を備える基板に伴い発生する。
【０００９】
　「バッファ層」は通常、支持基板等の第１の結晶構造と第2の結晶構造との間の遷移層
を意味し、その第１の働きは、構造的、化学量論的性質や表面における原子再結合等、材
料の性質を修正することである。
【００１０】
　バッファ層の特別な場合においては、このバッファ層によって、格子定数が支持基板の
格子定数と大きく異なる第2の結晶構造を得ることが可能となる。
【００１１】
　第１のバッファ層製造技法では、連続した層を成長させることで厚みの中で組成が段階
的に変化する構造を形成し、その際、バッファ層の構成要素の段階的変化は、その格子定
数の段階的変化に直接関係する。
【００１２】
　所定の構造を作るため、バッファ層の上に作られる層、または重ね合わされた複数の層
は、ドナーウェハから除去することができ、受け入れ基板に移す。
【００１３】
　バッファ層上に形成された薄層を移送する主な用途の１つは、弾性歪みシリコン層の形
成に関連し、特にシリコンを張力で歪ませる場合には、材料の電子移動度等、その性質の
いくつかが著しく向上する。
【００１４】
　他の材料、例えばＳｉＧｅ等もまた同様に除去することができる。
【００１５】
　特に当業者にとって公知のスマートカット（Ｒ）を用いた、受け入れ基板上でのかかる
層の移動は、ＳｅＯＩ（シリコン・オン・インシュレータ）構造等の構造を作るのに利用
できる。
【００１６】
　例えば、弾性緩和ＳｉＧｅの層を除去した後に得られる、取り外された層を含む構造は
その後、シリコン成長のための支持体として利用でき、これには緩和ＳｉＧｅの層によっ
て張力がかかる。
【００１７】
　Ｓｉ／ＳＧＯＩ構造の製造プロセスを紹介するL.J.HuangらによるＩＢＭの論文「高性
能電界トランジスタに対するウェハの結合及び層の移送により作製した絶縁体上のＳｉＧ
ｅ」（応用物理学誌、２００１年２月２６日、７８巻９号）(“SiGe-On-Insulator prepa
red　by wafer bonding and layer transfer for high performance field-effect trans
istors”,　Applied Physics Letters，26/02/2001，vol.78, No.9)には、そのようなプ
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ロセスの説明例が記載されている。
【００１８】
　ＩＩＩ－Ｖ族の半導体の場合は特に、バッファ層上での別の成長の適用が可能である。
【００１９】
　よってトランジスタは現在、ＧａＡｓまたはＩｎＰに基づく技術を用いて作られている
。
【００２０】
　ＩｎＰには、電子的性能の点で、ＧａＡｓを凌ぐ大きな利点がある。
【００２１】
　主に製造コストと実現可能性の理由から、取り外されたＩｎＰの層を受け入れ基板の上
に移す技法が選ばれ、そのＩｎＰ層はＧａＡｓ支持基板上のバッファ層の上で成長させる
ことにより得る。
【００２２】
　そして、「エッチバック」プロセス等、一部の除去プロセスにより、除去の時に支持基
板の残存部分とバッファ層の破壊が生じる。
【００２３】
　他の除去プロセスにおいては支持基板をリサイクルするが、バッファ層は失われる。
【００２４】
　バッファ層を製造する技法は複雑である。
【００２５】
　しかも、結晶学的欠陥の密度を最小限に抑えるため、バッファ層は一般に厚く、典型的
には１から数ミクロンである。
【００２６】
　したがって、そのようなバッファ層の製造には、長く、困難で、費用のかかる手順が必
要である。
【００２７】
　第2のバッファ層製造技法は、取分けWO00/15,885で公表されており、その主たる目的は
、Ｇｅバッファ層によって歪みＧｅ層を弾性的に緩和することである。
【００２８】
　この技法は特定のエピタキシ条件に基づくものであり、特に温度、時間、及び化学組成
のパラメータの組み合わせがからむ。
【００２９】
　その第１の技法に比べた場合の主要な利点は、製造がより簡素で、より速やかで、より
廉価だということである。
【００３０】
　最終的に得られるバッファ層も、第１の技法によって製造したバッファ層より薄い。
【００３１】
　第3のバッファ層製造技法は取分け、B.Hollanderらによる論文、「仮想基板に対する水
素又はヘリウムイオン注入後の疑似Ｓｉ１－ｘＧｅｘ／Ｓｉ（１００）ヘテロ構造の歪緩
和」（物理研究B175-177(2001)356-367頁の原子力機器・方法）[“Strain relaxation of
 pseudomorphic Si1-xGex/Si(100) heterostructures after hydrogen or helium ion im
plantation for virtual substrate fabrication”（Nuclear and Instruments and Meth
ods in Physics Research B 175-177(2001)357-367）]に記載されている。
【００３２】
　この技法では、除去すべき層の中にある弾性歪みを、周到な窒素またはヘリウム注入に
よって緩和する。
【００３３】
　よってこのようなことから、この第3の技法は、最初の２つの技法の１つに従って作ら
れたバッファ層に似た結果に至ることができるが、これに伴うアプリケーションの要件の
厳しさ大幅に緩和される。
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【００３４】
　特に、このプロセスは圧縮の中で歪むＳｉＧｅ層の緩和を行うものであり、この層はＳ
ｉ基板の上で形成する。
【００３５】
　使用される技法は、Ｓｉ基板において歪み層の表面を通じて所定の深さにて水素または
ヘリウムイオンを注入することを含み、注入区域より上のＳｉの厚みの中で妨害を起こし
ながら（その際この厚みがバッファ層を形成する）、さらに熱処理の下である程度のＳｉ
Ｇｅ層緩和を引き起こす。
【００３６】
　この技法は、第１のバッファ層製造技法より短時間で、実施が容易で、廉価であるよう
に思われる。
【００３７】
　そのような技法を実施することの１つの利点は、この緩和または擬似緩和層を後ほど、
特に電子工学用や光電子工学用のコンポーネントを作るための構造に一体化できることで
ある。
【００３８】
　ただし、第１のバッファ層製造技法と同様に、後者の２つの技法の１つにより作製した
バッファ層は、除去が完了した後にドナーウェハをリサイクルする公知の技法により除去
される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３９】
　ただし、その実施は、なおも技術的に困難である。
【課題を解決するための手段】
【００４０】
　本発明の第１の態様による目的は、半導体材料の中から選ばれた材料を含む有用層を除
去した後にドナーウェハ（１０）をリサイクルするプロセスを提起することによって、前
記の状況を改善することであり、ドナーウェハ（１０）は基板（１）と多層構造（Ｉ）と
を順次に備え、除去前の多層構造（Ｉ）は取り外される有用層を備え、そのプロセスは除
去が行われた側のドナーウェハ（１０）の部分を含む物質の除去を含み、その物質除去は
、リサイクルの後に除去することができる別の有用層を１つ以上備える除去構造（Ｉ’）
の部分が保存されるように行われ、有用層を再形成する補足的段階を伴わない。
【００４１】
　第2の態様によると、本発明は、除去によって有用層を提供するドナーウェハであって
、且つ前記リサイクル方法を用いて除去後にリサイクルできるドナーウェハを作るプロセ
スを提案するものであり、そのプロセスは基板上での多層構造の形成を含む。
【００４２】
　第3の態様によると、本発明は、受け入れ基板の上に移されることとなる有用層をドナ
ーウェハ上から除去する方法を提案するものであり：
（ａ）　除去すべき有用層の側でドナーウェハを受け入れ基板に結合すること；
（ｂ）　ドナーウェハの多層構造に含まれる有用層を分離すること；
（ｃ）　前記リサイクル方法に従ってドナーウェハをリサイクルすること、とを含む。
【００４３】
　第4の態様によると、本発明は、ドナーウェハから有用層を周期的に除去する方法を提
案するものであり、そこには一連の有用層除去段階が含まれ、それらの段階の各々は前記
除去プロセスに一致する。
【００４４】
　第5の態様によると、本発明は、受け入れ基板と有用層とを備える構造を作るため、前
記周期的除去プロセスまたは前記除去プロセスの適用を提案するものであり、有用層は以
下の材料：すなわちＳｉＧｅ、Ｓｉ、（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ）－（Ｎ，Ｐ，Ａｓ）の可能な
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組み合わせの中から選ばれた組成を有するＩＩＩ－Ｖ族に属する合金の内少なくとも１つ
を含む。
【００４５】
　第6の態様によると、本発明は、除去により有用層を提供するドナーウェハであって、
且つ前記リサイクル方法によりリサイクルされる、またはリサイクルできる、ドナーウェ
ハを提案するものであり、そのドナーウェハは基板と、有用層を提供した多層構造とを順
次に備え、さらに除去することができる別の有用層を１つ以上備えるに当って十分な厚み
を持つ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　本発明の他の態様、目的、及び利点は、非制限的な例として以下に提示する、本発明の
好適なプロセスの使用についての以下の詳しい記述を、添付の図面を参照しつつ読むこと
でさらに明白となろう。
【００４７】
　本発明の主たる目的は、少なくとも１つの有用層（つまりドナーウェハの取り外された
部分）を除去した後に、それを半導体構造に一体化するため、多層構造を備えるウェハを
リサイクルすることであり、エピタキシによる結晶成長段階等、有用層を再形成する段階
を実施せずとも、リサイクルの後に引き続いて行われる除去で多層構造の残存部分から再
び有用層を供給できるようリサイクルを行う。
【００４８】
　したがってリサイクルには特に、リサイクルの後でもなおこの有用層を除去可能とする
ため、有用層が含まれる多層構造の部分を劣化させない適合処理を盛り込まなければなら
ない。
【００４９】
　ある特定の構成においては、一連の相次ぐ数回の除去操作が可能となるよう、除去する
ことができる数個の有用層を、リサイクルする多層構造に含めてもよく、一連の相次ぐ数
回の除去操作の合間には本発明によるリサイクル方法を有利に適用できる。
【００５０】
　図１ａ、１ｂ、２、２ａ、２ｂ、３及び４を参照すると、ドナーウェハ１０は基板１と
多層構造Ｉとから成る。
【００５１】
　基板１の第１の構成において、この基板は、第１の格子定数を有する単一の結晶材料か
ら成る。
【００５２】
　基板１の第2の構成において、基板は、支持基板と、多層構造Ｉに面するバッファ構造
とから成る「擬似基板」である。
【００５３】
　「バッファ構造」は、バッファ層のように作用する任意の構造を意味する。
【００５４】
　有利なことに、表面における構造は、適度に緩和された結晶学的構造であるか、または
相当数の構造的欠陥を有さないか、あるいはその両方である。
【００５５】
　有利なことに、バッファ層は、以下の２つの機能の内少なくとも一方を果たす：
－　上位層における欠陥密度の低減；
－　異なる格子定数を備える２つの結晶学的構造間での格子定数の適合。
【００５６】
　第2の機能を果たすため、バッファ層の面の内一方の周辺部付近のエリアは、支持基板
の格子定数とほぼ同じ第１の格子定数を備え、バッファ層の別の面の周辺部付近のエリア
は、バッファ構造の真上を覆う多層構造の層の格子定数とほぼ同じ第2の格子定数を備え
る）。
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【００５７】
　バッファ構造の第１の構成においては、バッファ構造が単一のバッファ層から成る。
【００５８】
　支持基板上に置かれたバッファ層は、支持基板の格子定数とは大きく異なる格子定数を
その表面に備え、かくして、支持基板の格子定数とは異なる格子定数を備える層を同じド
ナーウェハ１０の中に有する。
【００５９】
　さらに一部の用途において、バッファ層は、被覆層における高欠陥密度を防ぐか、被覆
層の著しい歪みを防ぐか、またはその両方を防ぐことがある。
【００６０】
　一部の用途において、バッファ層は、被覆層の良好な表面状態をもたらすこともある。
【００６１】
　第１のバッファ構造製造技法によると、２つの格子定数の間で遷移を形成するため、か
なりの厚みにわたって全体的に徐々に変化する格子定数を備えるようバッファ層を形成す
る。
【００６２】
　この種の層は、一般に変性層と呼ばれる。
【００６３】
　この格子定数に対する変更は、バッファ層の厚みの中で連続的に施してもよい。
【００６４】
　それは複数の「ステージ」で果たしてもよく、各々のステージは、下位ステージの格子
定数とは異なるほぼ一定の格子定数を備える薄層であって、かくして格子定数をステージ
ごとに離散的に変更する。
【００６５】
　可変内容組成の変化、内容の変化の徴候の逆転、あるいは組成における不連続ステップ
等、それはさらに複雑な形をとってもよい。
【００６６】
　バッファ層における格子定数の変化は、バッファ層において、支持基板には含まれてい
ない１つ以上の原子の濃度を、基板から始めて徐々に増すことにより有利に得る。
【００６７】
　よって例えば、一元材料の支持基板の上に作られるバッファ層は、二元、三元、四元ま
たはより高度の材料で作ってもよい。
【００６８】
　バッファ層は、ＣＶＤ（化学蒸着）技法やＭＢＥ（分子線エピタキシ）技法等、公知の
技法を用いて、支持基板上での成長によって、例えばエピタキシによって、有利に作る。
【００６９】
　例えば異なる原子間で合金から成るバッファ層を得るため、一般に、バッファ層は他の
任意の公知の方法で作ることができる。
【００７０】
　バッファ層を製造する前には、バッファ層の下に位置する支持基板の表面で、例えばＣ
ＭＰ研磨による、簡単な仕上げ段階を遂行してもよい。
【００７１】
　別の構成においては、第１の技法に従って作られたバッファ層が、バッファ層（第１の
構成における第１のバッファ層とほぼ同じ）と追加の層とから成るバッファ構造に含まれ
る。
【００７２】
　追加層は、支持基板とバッファ層の間にあってもよく、またはバッファ層の上にあって
もよい。
【００７３】
　第１の特別な場合において、欠陥を閉じ込めるためのバッファ層等、第2のバッファ層
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をこの追加層で形成し、かくしてバッファ構造上に作られる多層構造Ｉの結晶品質を改善
してもよい。
【００７４】
　この追加層は半導体材料で、好ましくは一定の材料組成によって作る。
【００７５】
　したがって、そのような追加層の製造のため選ばれる組成と厚みは、この性質を得る上
で取分け重要な基準となる。
【００７６】
　よって例えば、エピタキシ成長層における構造的欠陥は、通常ならばこの層の厚みの中
で徐々に減少する。
【００７７】
　第2の特別な場合においては、追加層がバッファ層の上に位置し、一定の緩和材料組成
を備える。
【００７８】
　よってそれは、第2の格子定数を固定できる。
【００７９】
　追加層には、これら２つの特別な場合の中から選ばれる機能等、いくつかの機能を持た
せてもよい。
【００８０】
　ある１つの有利な構成において、追加層はバッファ層の上に位置し、支持基板の格子定
数とは大きく異なる格子定数を備える。
【００８１】
　この有利な構成のある１つの特別な場合において、追加層はバッファ層によって緩和さ
れる材料である。
【００８２】
　追加層は、バッファ層上での成長によって、例えばＣＶＤやＭＢＥによるエピタキシに
よって、有利に製造する。
【００８３】
　第１の実施形態において、追加層の成長は、下位バッファ層の形成に続いて原位置で行
い、この場合は下位バッファ層もまた層成長によって有利に形成する。
【００８４】
　第2の実施形態においては、例えばＣＭＰ研磨、熱処理外、任意の平滑化技法による下
位バッファ層の表面仕上げのための短い段階の後に、追加層を成長させる。
【００８５】
　第2のバッファ構造製造技法は、支持基板上で表面層を堆積する技法に基づくもので、
この表面層は、支持基板の表面の隣接する材料の格子定数とは大きく異なる公称格子定数
を備える。
【００８６】
　この表面層堆積物は、堆積される層で転位等の塑性欠陥がほぼ皆無となるよう作る。
【００８７】
　この表面層は：
－　転位等の塑性欠陥を閉じ込める、支持基板に接する第１の部分；及び
－　第１の部分によって緩和または擬似緩和され、塑性欠陥が僅かか皆無の第2の部分が
、最終的に備わるように作る。
【００８８】
　堆積される表面層の第１の部分は：
－　塑性欠陥を閉じ込め、かくして表面層の第2の部分を保護し；及び
－　表面層の格子定数を基板の格子定数に適合することにより、バッファ層として機能す
る。
【００８９】
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　「閉じ込め」とは、ほとんどの塑性欠陥が第１の部分にあることを意味する。表面層の
第2の部分が絶対的に欠陥を免れるわけではないが、その欠陥の度合はマイクロエレクト
ロニクスへの応用にも適合する。
【００９０】
　そのようなバッファ層を作るのに用いる堆積技法は、時間とともに変化する堆積物の化
学組成と温度とを有利に備える。
【００９１】
　よって、第１の技法により作製したバッファ層と異なり、その厚みを通じてほぼ一定の
化学組成を備えるバッファ層を作ることができる。
【００９２】
　ただし、バッファ層と表面層の第2の部分との間には一個または数個の層を挿入しても
よい。
【００９３】
　さらに、バッファ層の厚みは、第１の技法により作製したバッファ層の最小厚みを下回
ってもよい。
【００９４】
　WO00/15885は、単結晶Ｓｉ支持基板上にＳｉＧｅまたはＧｅの堆積物を作る、この技法
によるかかるバッファ層の実施形態について情報を提供する。
【００９５】
　例えば、以下の段階に従い、単結晶Ｓｉ支持基板の上に単結晶Ｇｅの堆積物を作る方式
で、この種の堆積プロセスを達成してもよい：
－　４００℃から５００℃、好ましくは４３０℃から４６０℃の第１の所定の安定化温度
にて単結晶シリコン支持基板の温度を安定化する；
－　支持基板上で所要最終厚みに満たない所定厚みを持つＧｅのベース層を得るまで、前
記第１の所定温度にてＧｅの化学蒸着（ＣＶＤ）を行う；
－　第１の所定温度から７５０℃から８５０℃、好ましくは８００℃から８５０℃の第2
の所定温度にかけて、Ｇｅの化学蒸着の温度を上昇させる；及び
－　単結晶Ｇｅの表面層の最終所要厚みが得られるまで、前記第2の所定温度にてＧｅの
化学蒸着を続ける。
【００９６】
　バッファ層は、支持基板に面し、結晶学的欠陥比が限界値を上回る厚みにわたって延在
する、堆積層の部分である。
【００９７】
　特に、このバッファ層の厚みは、第１の技法により作製したバッファ層の厚みに満たな
い、０．５乃至１ミクロン程度でもよい。
【００９８】
　層の他の部分は、少なくとも多層構造Ｉの部分である。
【００９９】
　この種の堆積プロセスは、例えば文書WO00/15885に記載されているように、様々な形で
達成してもよい。
【０１００】
　その結果、ドナーウェハ１０の基板１が出来上がり、基板１は前記支持基板と前記バッ
ファ層とを備える。
【０１０１】
　第3のバッファ構造製造技法は、基板１と基板１上に堆積した層とを備える構造で用い
る。
【０１０２】
　この層を形成するために選ばれる材料は、基板１の表面の格子定数とは大きく異なる公
称格子定数を備える材料であり、かくして当該材料は基板１による圧縮または引張で弾性
的に歪むこととなる。
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【０１０３】
　歪み層の全体的構造は歪み材料で作るが、緩和または擬似緩和材料の１つまたは複数の
厚みを含んでもよく、その累積する厚みは歪み層の厚みを大きく下回り、かくして歪み層
は全域的にひずんだ状態を保つ。
【０１０４】
　いずれの場合でも、エピタキシ等の結晶成長により、そして例えばＣＶＤ技法やＭＢＥ
技法等、公知の技法を用いて、基板１上で歪み層を有利に形成する。
【０１０５】
　例えば単離した欠陥や転位のように延在する欠陥等、極端に多くの結晶学的欠陥を伴わ
ずにそのような歪み層を得るには、基板１と歪み層（その基板１との界面付近）を形成す
る結晶材料として、それぞれの第１及び第2の公称格子定数間の差が十分に小さくなるも
のを選ぶと有利である。
【０１０６】
　例えば、この格子定数の差は典型的には約０．５％から約１．５％であるが、これより
大きくなることもあるであろう。
【０１０７】
　例えばＩＶ－ＩＶ材料で、Ｇｅの公称格子定数はＳｉの格子定数を約４．２％上回り、
よってＧｅを３０％含むＳｉＧｅは、Ｓｉの格子定数を約１．１５％上回る公称格子定数
を備える。
【０１０８】
　さらに、歪み層の厚みがほぼ一定であれば、ほぼ一定の固有の性質を獲得できるか、先
々の受け入れ基板との結合を助長するか（図１ｂまたは２ｂに示す）、あるいはその両方
であるが故に、好ましい。
【０１０９】
　歪み層の緩和を防ぐため、または塑性タイプの内部応力の出現を防ぐため、歪み層の厚
みはまた、常に臨界弾性歪み厚みを下回らなければならない。
【０１１０】
　この臨界弾性歪み厚みは主に、歪み層形成のために選ばれる材料と、基板１との格子定
数の前記差とに依存する。
【０１１１】
　当業者なら、基板１に用いる材料の上で形成する歪み層に用いる材料の臨界弾性歪み厚
みの値を、最新技術における公知の情報を基に決定するであろう。
【０１１２】
　したがって、形成された歪み層は、その成長基板１の格子定数と概ね同じ格子定数を備
え、そして内部の弾性圧縮か引張歪みを被る。
【０１１３】
　構造が形成された後、第3のバッファ構造製造技法は、基板１において所与の深さにて
妨害区域を形成する第１の段階を含む。
【０１１４】
　妨害区域とは、周囲の部分で構造的妨害を引き起こすことができる内部応力が存在する
区域と定義する。
【０１１５】
　この妨害区域は、基板１の表面に対し平行に、基板１の表面の大部分にわたり有利に形
成する。
【０１１６】
　そのような脆化区域を形成する１つの方法では、所定の注入エネルギーと所定の原子種
比率によって、基板１において所与の所定の深さにて原子種を注入する。
【０１１７】
　注入に関する或る特定の実施形態において、注入される原子種は水素及びヘリウムの少
なくとも一方を含む。
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【０１１８】
　注入によって形成されたこの種の妨害区域は、当該妨害区域に近接する結晶ネットワー
ク上で注入された原子種の作用で内部歪みを、あるいは場合により結晶学的欠陥を、成す
。
【０１１９】
　これらの内部歪みはその際、被覆区域で結晶学的妨害を引き起こすことができる。
【０１２０】
　この第3の技法によると、バッファ層を作る一方で：
－　妨害区域の上を覆う領域で妨害の出現を助長するため；
－　この上を覆う領域でこれらの妨害の強さを増すため；
－　妨害の出現に次いで、少なくとも歪み層において弾性緩和を引き起こすため、然るべ
きパラメータに適合するエネルギー投入によって第2の段階を遂行する。
【０１２１】
　したがって、そのようなエネルギー投入の主たる目的は、緩和歪み層を形成すべく、歪
み層において弾性歪みの少なくとも相対的な緩和を引き起こすことである。
【０１２２】
　基板１の中、妨害区域と歪み層との間の中間領域は：
－　転位タイプの欠陥を閉じ込める；
－　基板１の格子定数を歪み層の公称格子定数に適合させる。
【０１２３】
　したがって、この場合のこの中間層はバッファ層と見なすことができる。
【０１２４】
　前記十分なエネルギー投入を発生させこれらの構造的変化を引き起こすため、熱処理を
、そのための適切なパラメータを定義した上で、有利に使用する。
【０１２５】
　この熱処理は、相当数の注入原子種が脱気される臨界温度を大きく下回る温度で有利に
遂行する。
【０１２６】
　よって、妨害区域内におけるこれらの内部歪みから局所的な結晶学的妨害が生じる。
【０１２７】
　これらの妨害は、特に歪み層における弾性エネルギーの最小化のため、主にバッファ層
で現れ、そして熱処理の影響下で大きさを増す。
【０１２８】
　これらの妨害は、十分に大きくなった時に、少なくとも相対的には、歪み層における弾
性応力を緩和することにより歪み層に作用し、これらの緩和歪みは主に、基板１の材料と
歪み層の材料における公称メッシュの格子定数の不整合に起因する。
【０１２９】
　ただし、歪み層の緩和に伴い、転位等を通じて、歪み層の厚みにおいて非弾性タイプの
結晶欠陥が出現することもある。
【０１３０】
　そこで、これらの欠陥の数を減らすため、熱処理等の適当な処理を施すことができる。
【０１３１】
　例えば、適合処理を用いて転位の密度を２つの制限値の間にまで増加することができ、
２つの制限値は、少なくとも転位の一部が互いに相殺する転位密度の間隔を定めるもので
ある。
【０１３２】
　いずれの場合でも、最終的には緩和または擬似緩和層が得られ、その公称格子定数は成
長基板１の公称格子定数と大きく異なり、さらに緩和または擬似緩和層は、緩和歪み層に
おける超小型電子コンポーネントの形成にとって不利な転位の含量が低い。
【０１３３】
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　この緩和または擬似緩和層は、少なくとも多層構造Ｉの部分を形成してもよい。
【０１３４】
　詳細については、B.Hollanderらを、特に論文、「仮想基板に対する水素又はヘリウム
イオン注入後の疑似Ｓｉ１－ｘＧｅｘ／Ｓｉ（１００）ヘテロ構造の歪緩和」（物理研究
B175-177(2001)356-367頁の原子力機器・方法）[“Strain relaxation of pseudomorphic
 Si1-xGex/Si(100) heterostructures　after hydrogen or helium ion implantation fo
r　virtual substrate fabrication”（Nuclear and Instruments and Methods in Physi
cs　Research B 175-177(2001)357-367）]を参照されたい。
【０１３５】
　こうしてこの第3のバッファ層製造技法を用いて作製したバッファ層は、この第3のバッ
ファ層製造技法の使用の前に定義された基板１に含まれる。
【０１３６】
　第4のバッファ構造製造技法は、製造すべきバッファ構造のための支持基板と、支持基
板上でのバッファ構造の構成要素の堆積とに基づき、支持基板の表面は起伏している。
【０１３７】
　支持基板の表面は平坦でないため、バッファ構造の構成要素の堆積は、成長選択性効果
と局所的合体によって異方的に行われ、その結果、所定の性質を備えるバッファ構造を構
築する。
【０１３８】
　この第4のバッファ構造製造方法では、所定の技法を、結晶学的欠陥閉じ込め性質に一
致する性質をバッファ層で得るべく設定されたパラメータとともに使用し、かくしてバッ
ファ構造上で作られる除去構造Ｉは固有の品質の構造を有する。
【０１３９】
　支持基板の形態の選択は、そのような結果を得る上での必須要因の１つである。
【０１４０】
　好ましくは、ウェハの表面全体にわたって均一に作用するため、支持基板の表面全体に
わたって周期的に繰り返されるパターンを含む形態が選択されるであろう。
【０１４１】
　例えば、互いに一定の距離を置く帯を備える支持基板があるであろう。
【０１４２】
　この種の帯状形状の場合、そして何らかの堆積条件の下では、エピタキシ成長層の転位
を帯の近くに、特に帯のコーナー近くに、首尾よく集中させることが可能である。
【０１４３】
　そして、転位の殆どが閉じ込められる層の厚みがバッファ層を形成する。
【０１４４】
　支持基板の表面全体にわたり周期的に間隔を置くこの帯状の支持基板の表面形態の場合
、絶縁材料からなる帯を基板上で有利に形成し、かくして後ほど堆積される材料に対しマ
スクを形成する。
【０１４５】
　しかも、固体基板と起伏構造との間には、バッファ構造の成長のための基板として機能
する結晶材料から成る中間層を挿入でき、その際、起伏絶縁構造は、その下に位置する成
長基板上でのバッファ構造の成長の再開を妨げないよう十分に薄くする。
【０１４６】
　この技法はＥＬＯＧ（エピタキシラテラリーオーバーグロウン）とも呼ばれ、主にＭＯ
ＣＶＤ（有機金属化学気相成長法）エピタキシによる窒化物膜の堆積物に応用される。
【０１４７】
　例えば、特にＳｉＯ２帯の構造上でのＧａＮ成長を記述する会報「材料研究コミュニテ
ィ（１９９８年５月２３巻５号）」（“Materials Research Community”，May 1998, vo
lume　23, No.5）に掲載されたシュウジ・ナカムラによる記事、表題「１万時間を越える
寿命を有するInGaN/GaN/AlGaNベースのレーザダイオード（“InGaN/GaN/AlGaN-Based Las
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er　Diodes with an Estimated Lifetime of Longer than 10000 hours”）」を基礎とし
て利用できる。
【０１４８】
　本書で後ほど提示する例９では、ＥＬＯＧによるこの第4のバッファ構造製造技法を用
いて作るＧａＮ構造について述べる。
【０１４９】
　基板１（バッファ構造を備える、または備えない）における構造的構成に関わらず、多
層構造Ｉとの界面では結晶材料から基板１を形成し、これに伴う結晶学的欠陥は僅かか皆
無である。
【０１５０】
　多層構造Ｉを形成する種々の層の少なくともいくつかは、基板１上での成長により、例
えばＣＶＤまたはＭＢＥによるエピタキシにより、有利に作る。
【０１５１】
　第１の実施形態において、これらの層の少なくともいくつかは、各層の下に位置する層
の形成に続いて原位置で行い、下位層もまたこの場合は層成長によって有利に形成する。
【０１５２】
　第2の実施形態において、これらの層の少なくともいくつかは、例えばＣＭＰ研磨、熱
処理、他任意の平滑化技法による簡単な表面仕上げを各層の下に位置する層に施す段階の
後に成長させる。
【０１５３】
　最後に、結晶材料層を備える多層構造Ｉを得る。
【０１５４】
　リサイクル前の多層構造Ｉは、少なくとも２つの有用層に等しいかあるいはこれを上回
る厚みを備える。
【０１５５】
　ただし、有用層が取り外される時に通例生じる欠陥を是正するのにリサイクルの時に施
す処理の中で除去される材料の厚みを補償するため、多層構造Ｉは有利に２つの有用層よ
り厚い。
【０１５６】
　図１ｃまたは図２ｃを参照し、除去後の層３に見られるように、除去後のドナーウェハ
１０の表面では、粗さ、厚みのばらつき、構造的欠陥及びその他のタイプの欠陥の少なく
とも１つがしばしば見られる。
【０１５７】
　例えば、除去の後には、残されたドナーウェハ１０の除去表面で突出する部分及び粗い
部分の少なくとも一方が現れることがある。
【０１５８】
　多層構造Ｉの表面に現れたこれらの起伏表面部分は主に、除去の方式と除去中に用いる
技法に左右される。
【０１５９】
　－　よって例えば、業界で頻繁に用いられる除去の一方式では、ドナーウェハ１０の表
面全体にわたるのではなく、ドナーウェハ１０の一部（通常はほぼ中央部分）にわたって
有用層を除去し、ドナーウェハ１０の表面にわたって突出部分を残す。これらの突出部分
は一般に単体であり、ドナーウェハ１０の表面の周辺部付近に位置し、当業界においては
すべての突出部分を「テイキングオフリング」と呼ぶ。
【０１６０】
　－　よって例えば、前述のスマートカット技法や、例えば本書で後ほど詳述する技法等
、公知の除去技法は、表面の粗さを生じる場合があるであろう。
【０１６１】
　したがって、除去前の多層構造Ｉの厚みは、少なくとも取り外される２つの有用層とし
、さらにリサイクル操作中に除去される材料の最小量に一致する厚みマージンより大きい
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かこれに等しい厚みとしなければならない。
【０１６２】
　よってこの厚みマージンは通常、（後ほど説明する）スマートカットタイプの除去の後
のリサイクルの場合で１ミクロン程度である。
【０１６３】
　ただしこの厚みマージンは、選択的化学エッチング等の高性能リサイクル技法を用いる
ことにより減らすことができる。
【０１６４】
　本発明によるリサイクルの時に適用される１つの主要なタイプの処理は、リサイクル後
に除去することができる別の有用層を１つ以上備える、多層構造Ｉの部分のみを保つよう
適合された材料除去プロセスである。
【０１６５】
　この物質除去は、あるいはこれらの物質除去は、ドナーウェハ１０上で、すなわち除去
の後に残る多層構造Ｉの空き表面にて、施す。
【０１６６】
　ある１つの特定のリサイクル方法においては、有用層が取り外されたところの多層構造
Ｉの部分を除去するために表面処理を施す。
【０１６７】
　特に、この表面材料除去は、転位タイプの結晶学的妨害や単離した欠陥等、除去の時に
出現した表面欠陥を含む表面厚みを除去する。
【０１６８】
　よって、下記のような数通りの表面処理を個別に、または組み合わせて、施すことがで
きる：
－　プラズマにより、または原子化により、槽内で有利に適用されるドライまたはウエッ
ト化学エッチング；エッチングは、化学式、電気化学式、または光電気化学式のみでもよ
く、あるいは機械的・化学的研磨中に適用されるエッチング等、他の任意の同等のエッチ
ングでもよい；
－　例えば水素アニール処理；
－　例えばアニール処理を伴うＨＣＩ下での化学エッチング；
－　当業者にとって公知の酸化技法を用いて多層構造Ｉの表面で遂行される表面酸化段階
、その後に続く、化学的プロセス（フッ化水素酸槽による侵食等）を有利に用いて脱酸素
により酸化層を除去する段階、これに有利に先立つアニール処理段階。この種の犠牲酸化
プロセスは本書で後述する。
【０１６９】
　表面処理は、除去後に残る多層構造Ｉの表面状態を著しく向上させることもあり、そし
てさらに、最後の４つの表面処理の場合は特に、その厚みの均一性を向上させることもあ
り、さらにこれは、有用層を除去する時に結合を施す場合に取分け有益である。
【０１７０】
　使用すべく選ばれる表面処理が何であれ、表面処理は、それが施される前の表面状態に
比べて多層構造Ｉの表面品質を改善することができる。
【０１７１】
　第１の場合では、多層構造Ｉの構造的・幾何学的品質の改善が十分に良好であるため、
追加の物質除去処理がなくとも有用層を除去することができる。
【０１７２】
　この第１の場合において、そして除去前の多層構造Ｉの第１の構成において、多層構造
は、ほぼ同じ性質を備える同じ材料の数個の層から成る。
【０１７３】
　この第１の場合において、そして除去前の多層構造Ｉの第2の構成において、この多層
構造は、例えば図１ａ、２ａ、３または４に示すとおり、それぞれの界面にて互いに大き
く異なる材料性質を備える数個の層を備える。
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【０１７４】
　除去後の多層構造Ｉの構成に関わらず、表面から所与の厚みにわたって材料が除去され
、最終的には、後の除去操作で除去することができる一個または数個の有用層を含む一個
または数個の層が残るであろう。
【０１７５】
　第2の場合において、表面処理の使用後に得られる多層構造Ｉの構造的・幾何学的品質
の改善は、その後別段の物質除去処理を省いて有用層を除去するに十分でない。
【０１７６】
　そこで、これらの表面処理の後に施す追加の処理では、ある１つの層を隣接する層に対
して選択的に除去することを有利に行い、二層間の選択性は本質的に、これら二層を構成
する２つの物質の性質における著しい違いに基づく。
【０１７７】
　選択的物質除去は、例えば多層構造Ｉの部分におけるより大規模な物質除去等、例えば
粉砕、研磨、研削、及びボンバードの少なくとも１つによる機械的除去等、表面処理の後
に得られるものとは異なる別の物質除去を採用してもよい。
【０１７８】
　ただし、表面処理やより大規模な物質除去等の先行処理を必ずしも施さずとも、選択的
物質除去のための処理を施してもよい。
【０１７９】
　そのような選択的物質除去を施すため、多層構造Ｉは、除去前に、被覆層において材料
の除去を停止する層を備え、換言すると、それぞれの界面近くで２つの層を成す２つの材
料の選択に当っては、材料を選択的に除去する手段が得られるようなものを選択する、換
言すると、除去すべき層を侵食するための能力が停止層を侵食するための能力を大きく上
回るようにする。
【０１８０】
　そして、停止層より上の多層構造Ｉの部分に、換言すると、基板１とは反対側の停止層
の側で、除去を施す。
【０１８１】
　保護層３については、数通りの選択的物質除去技法を使用してもよい。
【０１８２】
　選択的物質除去のための第１の技法では、選択的に除去すべき層に摩擦推力をかけるこ
とで、除去すべき材料の少なくとも部分を引き離す。
【０１８３】
　例えば、これらの摩擦推力は研磨プレートによってかけてよく、場合により研削作用及
び化学的作用の少なくとも一方をこれに組み合わせる。
【０１８４】
　停止層を形成する材料は半導体から選び、この材料は、除去すべき被覆層の材料を侵食
する能力よりかなり低い能力で停止層を形成する材料を機械的に侵食する機械的材料侵食
手段が得られるような材料とし、よって少なくとも１つの選択的機械的侵食の使用に相応
しい材料とする。
【０１８５】
　こうして停止層の材料は、使用する機械的侵食に対し、それの上を覆う層より遥かに大
きい抵抗力を有する。
【０１８６】
　したがって例えば、保護層３を適切に硬化し、被覆エリアを除去するために選ばれる機
械的侵食に対し、被覆層より大きな抵抗力をこれに与えることが可能であろう。
【０１８７】
　よって、例えば、典型的には５％から５０％のＣ濃度で炭化される、Ｓｉ等の半導体が
、同じ非炭化半導体より硬いことは知られている。
【０１８８】
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　第2の選択的物質除去技法は、除去すべき材料を化学的に選択的にエッチングすること
を含む。
【０１８９】
　ウエットエッチングプロセスを、除去すべき材料に適合されたエッチング溶液とともに
使用してもよい。
【０１９０】
　プラズマによる、または原子化によるエッチング等、材料を除去するためドライエッチ
ングプロセスを使用してもよい。
【０１９１】
　エッチングはまた、化学式、電気化学式、または光電気化学式のみでもよい。
【０１９２】
　停止層を作るための材料は半導体の中から選び、この材料は、除去すべき被覆層の材料
よりかなり低い能力で停止層を形成する材料をエッチングする流体（すなわちエッチング
がドライかウエットかに応じてガスまたは溶液）が得られるような材料とし、よって選択
的エッチングを実施できる材料とする。
【０１９３】
　ただし、たとえエッチングの絶対的停止がなくとも、用語「停止層」の第１の働きはエ
ッチングを「停止する」ことである。これは、特に原子化によるエッチングに当て嵌るこ
とであり、これに関し「原子化レート」または「侵食レート」についてより正確に論述す
る。
【０１９４】
　一般に、層Ｂに対する層Ａのエッチングの選択性は、
層Ａのエッチングレート／層Ｂのエッチングレート
という比率に関する選択係数によって数量化される。
【０１９５】
　よって停止層は、それ自体とその下に位置する部分（基板１を含む）とを保護すること
によって化学的侵食に対し障壁として機能する。
【０１９６】
　停止層の材料と、選択的エッチングによって除去すべき対象層の材料との間の化学エッ
チングの選択性は：
－　２つの材料が異なること；または
－　少なくとも１つの元素を除き、２つの材料がほぼ同じ元素を含むこと；または
－　２つの材料はほぼ同じであるが、一材料における少なくとも１つの元素の濃度が、他
の材料における同一元素の濃度と大きく異なること；または
－２つの材料の孔密度が異なることによって得ることもできる。
【０１９７】
　例えば、
ＫＯＨ（水酸化カリウム、選択性約１：１００）、ＮＨ４ＯＨ（水酸化アンモニウム、選
択性約１：１００）、またはＴＭＡＨ（水酸化テトラメチルアンモニウム）等の化合物を
含有する溶液を用いたＳｉのエッチングに関して、ＳｉＧｅが停止層のように作用するこ
とが知られている。
【０１９８】
　例えば、ＴＭＡＨ等の化合物を含有する溶液を用いる、ゲルマニウム濃度が２０％以下
のＳｉＧｅのエッチングに関し、ゲルマニウム濃度が２５％以上のＳｉＧｅが停止層のよ
うに作用することが知られている。
【０１９９】
　例えば、２×１０１９ｃｍ－３を上回るホウ素等、選ばれたドーピング元素と選ばれた
濃度によって適切に添加されたＳｉが、ＥＤＰ（エチレンジアミン及びピロカテコール）
、ＫＯＨ、はまたＮ２Ｈ２（ヒドラジン）等の化合物を含有する溶液が添加されないＳｉ
材料のエッチングで停止層のように作用することが知られている。
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【０２００】
　例えば、多孔質Ｓｉのエッチングには、ＫＯＨやＨＦ＋Ｈ２Ｏ２等の化合物を含有する
溶液を使用し、非多孔質結晶Ｓｉに対して選択的なエッチングを用いることが知られてい
る。
【０２０１】
　この化学的物質除去に、機械的その他の材料侵食手段を併せて用いてもよい。
【０２０２】
　特に、ＣＭＰ研磨を選択的化学エッチング溶液とともに使用してもよい。
【０２０３】
　選択的化学エッチングの前または後には、研磨、粉砕、研削外、任意の手段等、機械的
な材料侵食手段により達成する物質除去があってもよい。
【０２０４】
　第3の選択的物質除去技法では犠牲酸化を施す。
【０２０５】
　これに関し、多層構造Ｉは、下位層より大きな酸化容量を有する酸化可能層を備えてお
り、停止層として機能する維持すべき下位層に対し、選択的に除去される層である。
【０２０６】
　酸化可能層は、除去前（したがってリサイクル前）の多層構造Ｉの中に含まれ、酸化可
能層より上の多層構造Ｉの部分に、すなわち基板１の反対側の停止層の側で、除去を施す
。
【０２０７】
　酸化可能層は、多層構造Ｉの表面での除去の後のリサイクル時に酸化され、上記の表面
材料除去のための処理技法に相当する。
【０２０８】
　選択される構成が何であれ、犠牲酸化プロセスは、酸化物層形成のための段階、場合に
よりアニール処理段階、そして脱酸素段階を含む。
【０２０９】
　酸化は、一個または数個の層の酸化に適用してよい。
【０２１０】
　酸化はまた、停止層の表面の近くで行ってもよい。
【０２１１】
　酸化は、熱酸化等の公知の酸化技法のいずれかを用いて行う。
【０２１２】
　熱酸化を用いる特別な場合において、主要なパラメータは酸化の温度と持続時間である
。
【０２１３】
　他の重要パラメータは、大気の酸化性質、酸素含有量、そして処理圧力条件である。
【０２１４】
　これらのパラメータは適切に制御でき、それはこのプロセスの適用の再現性が良好であ
ることを意味する。
【０２１５】
　アニール処理段階の目的は、先行する酸化段階中に発生するかもしれない欠陥を硬化す
ることである。
【０２１６】
　脱酸素段階は、例えばフッ化水素酸槽を用いた化学的プロセスによって停止層に対し選
択的に酸化層を除去することを含み、前記選択的物質除去の一部を成す。
【０２１７】
　説明のため、１０または２０％のフッ化水素酸層に数分間浸した酸化シリコンは通常、
この酸化物の百乃至数百ナノメータの厚みを除去することができる。
【０２１８】
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　本発明によるプロセスで選択的物質除去に用いる方法が何であれ、いずれの場合でも、
それら方法は、エピタキシ成長層の品質と同様の品質を備える層のように、リサイクルの
後に残る多層構造Ｉの層の品質を、リサイクル前に備わっていた品質とほぼ同じに、そし
て形成時（最初の除去の前）の当初の品質と同様に、保つことができる。
【０２１９】
　よって、本発明によるリサイクルの後に多層構造Ｉにおいて残存する除去可能層は、非
常に良好な品質を、特に構造的品質を保つ。
【０２２０】
　本書の残りの部分では、リサイクル中に適用する選択的材料除去、使用できる除去プロ
セス、そしてリサイクル前のドナーウェハの例を示す。
【０２２１】
　図１ａを参照し、除去前の多層構造Ｉは、第１の層２と第１の層２の上の第2の層３と
から成り、第１の層２は第2の層３の選択的除去のための停止層を形成する。
【０２２２】
　層２と層３はそれぞれ、有用層より厚いかまたは同じ厚みである。
【０２２３】
　薄層を除去する方法を図１ｂ及び１ｃに示す。
【０２２４】
　本発明による第１の好適な除去段階は、分離を遂行するため、かくして必要層を除去す
るため、第2の層３において脆化エリアを作ることを含む。
【０２２５】
　ここで紹介するように、この種の脆化エリアを作るに当っては数通りの技法を用いても
よい。
【０２２６】
　当業者にとって公知の（そしてウェハ減少技法を扱う数々の文献に記載された）、スマ
ートカット（Ｒ）と呼ばれる第１の技法は、所定のエネルギーによって原子種（水素イオ
ン等）を注入し、かくして脆化エリアを作る第１の段階を含む。
【０２２７】
　第2の技法では、例えば文書EP-A-0849788に記載されているとおり、少なくとも１つの
多孔質層の作成によって弱体化界面を形成する。
【０２２８】
　この例においては本発明によるプロセスに従い、これら２つの技法の内１つに従って有
利に形成される弱体化エリアは、第１の層２と第2の層３との間か、または第2の層３にお
いて作られる。
【０２２９】
　図１ｂを参照し、薄層の除去に関係する第2の段階は、ドナーウェハ１０の表面に受け
入れ基板５を追加することを含む。
【０２３０】
　受け入れ基板５は、第2の層３を支えるため、そして外からの何らかの機械的応力から
第2の層３を保護するため、十分に強固な機械的支持を形成し、第2の層３は後ほど部分的
にドナーウェハ１０から取り外される。
【０２３１】
　この受け入れ基板５は、例えばシリコン、石英またはその他の種類の材料で作ってよい
。
【０２３２】
　受け入れ基板５は、これを多層構造Ｉに密着させ、結合することにより追加し、有利な
ことに、基板５と構造Ｉとの間には分子結合がある。
【０２３３】
　この結合技法とその異型は取分け、Q.Y.Tong、U.Gosele、及びWileyらによる論文、「
半導体ウェハ結合」（科学技術、インターサイエンステクノロジー）［”Semiconductor
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　Wafer　Bonding”（Science and technology，Interscience Technology）］に記載さ
れている。
【０２３４】
　結合には必要に応じ、最初に結合すべき対応する表面の然るべき処理、及び熱エネルギ
ーの投入、及び追加バインダの追加の少なくとも１つを組み合わせる。
【０２３５】
　よって例えば、結合の最中かその直後に用いる熱処理により結合剤は硬くなる。
【０２３６】
　結合はまた、取分け強い分子結合容量によって、多層構造Ｉと受け入れ基板５との間に
挿入されるシリカ等の結合層によってコントロールしてもよい。
【０２３７】
　有利なことに、受け入れ基板５の結合面を形成する材料、及び結合層を形成する場合は
その結合層の材料の少なくとも一方は、取り外される層から電気的に絶縁してＳｅＯＩ構
造を作り、ＳｅＯＩ構造の半導体層はこの場合、第2の移動層３の取り外される部分であ
る。
【０２３８】
　受け入れ基板５を結合したら、先に形成した弱体化エリアにてドナーウェハ１０の部分
を、分離することにより除去する。
【０２３９】
　前記第１の技法（スマートカット（Ｒ））の場合は、注入されたエリア（脆化エリアを
形成）に、熱的処理及び機械的処理の少なくとも一方、または他の何らかの種類のエネル
ギー投入を伴う処理を施すことで脆化エリアにてこれを分離する、第2の段階を遂行する
。
【０２４０】
　前記第2の技法の場合は、弱体化層にて弱体化エリアを分離するため、弱体化エリアを
機械的に処理するか、または別の種類のエネルギーを投入する。
【０２４１】
　これら２つの技法の１つによる脆化エリアにおける分離は、ウェハ１０の最大の部分を
除去し、その結果、残されるものが何であれ、取り外された第2の層３の部分（この場合
は有用層に相当）と、結合層があるならば結合層と、受け入れ基板５とを備える構造を得
る。
【０２４２】
　表面粗さ、及び厚みの非均一性、及び望ましくない層の少なくとも１つを除去するため
、
例えば化学的機械的研磨ＣＭＰ、エッチング、または少なくとも一回の熱処理を用いて、
取り外された層にて形成された構造の表面で仕上げ段階を有利に適用する。
【０２４３】
　ある１つの特定の構成においては、停止層にて停止する選択的物質除去により有用層の
仕上げを改善するため、選択的物資除去を伴う停止層を有用層に含めてもよい。
【０２４４】
　除去後層３’は、除去の後に残存し、第１の層２の上に位置する第2の層３の部分を形
成し、ドナーウェハ１０’を形成するウェハ一式はリサイクルに送られ、その結果、後ほ
ど以降の層の除去で再使用できる。
【０２４５】
　そのようなドナーウェハ１０’のリサイクルの結果を、図１ｄに示す。
【０２４６】
　そこでは、第１の層２に対し除去後層３’にて選択的物質除去を用い、場合によりその
後か前に表面仕上げ段階を挟む。
【０２４７】
　かくしてドナーウェハ１０”は、その後の除去の時に第１の層２において取り外される
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有用層を、何らかの追加の段階を設けずとも、提供することができる。
【０２４８】
　除去前のドナーウェハ１０の別の構成において、ドナーウェハはそれぞれ前記第１の層
２と第2の層３とから成る数個の対を備え、各対の第2の層は、材料を選択的に除去するこ
とができる手段によって、同一対の第１の層に対し選択的に除去することができる。
【０２４９】
　有利なことに、ある対の層２の材料を、その下に位置し、且つ多層構造Ｉの中にも含ま
れる層に対し選択的に除去する手段もある。
【０２５０】
　この構成には、層３を下位層２に対して選択的に除去できる、または層２をその下に位
置する層に対して選択的に除去できるという利点がある。
【０２５１】
　さらに、この構成において、そして１つの特別な場合において、層２の下に位置する層
は、別の層対に属する層３である。
【０２５２】
　そのような数個の層対を備える多層構造Ｉの特定の構成の一例を、図３を参照しながら
示す。この例の多層構造Ｉは、第１の層２Ａと第2の層３Ａとから成る第１の対と、第１
の層２Ｂと第2の層３Ｂとから成る第2の対とから成り、それぞれの層は有用層と同じ厚み
か有用層より大きい厚みを持つ。
【０２５３】
　このドナーウェハ１０の構成では、本発明による一プロセスに従い、一個または数個の
層を一回または数回の段階で除去することができ、これに伴い除去の後に残る層部分にお
ける選択的物質除去により本発明による１つまたは複数の中間リサイクル段階を適用し、
下位層は、除去することができる有用層を１つ以上備える。
【０２５４】
　よって、この特定の構成では、一個または数個の材料層とともに有用層を除去すること
が可能である。
【０２５５】
　図２ａを参照し、この場合の多層構造Ｉは、除去の前に、上を覆う第2の層３Ｂと基板
１に隣接する第3の層３Ａとの間に挿入された第１の層２から成る。
【０２５６】
　第2の層３Ｂと第3の層３Ａの厚みは、有用層の厚みより大きいか、それに等しい。
【０２５７】
　第１の層２の材料の選択に当っては、それぞれの対応する界面にて、２つの層３Ａ及び
３Ｂの少なくとも一方において材料を侵食するための能力とは大きく異なる第１の層２を
形成する材料を侵食する能力によって材料を除去する手段が少なくとも１つ得られるよう
ものを選択する。
【０２５８】
　かくして、それは選択的物資除去を実施できる。
【０２５９】
　第１の構成において、第１の層２の厚みは、除去すべき有用層の厚みに等しいかこれを
上回る。
【０２６０】
　その結果は、上述の構成の１つに等しい構成である。
【０２６１】
　第2の構成において、層３Ａ及び３Ｂの結晶学的構造、取分け格子定数は、ほぼ同じで
あり、第１の層２がその隣接の層３Ａ及び３Ｂの結晶学的構造を著しく妨害することは好
ましくない。そして特に、それが第2の被覆３Ｂの結晶成長を、その第１の層２上での形
成時に妨害することは好ましくない。この場合、その格子定数は第１の層２の下に位置す
る部分３Ａの格子定数と概ね同じにしなければならない。
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【０２６２】
　この結果は、以下に述べるものの内、第１の層２の１つまたは複数の実施形態を用いて
達成する。
【０２６３】
　第１の層２の第１の実施形態において、この第１の層は弾性的に抑制されるため、その
格子定数は、それの下に位置するエリア３Ａの格子定数と、たとえこの層の材料の格子定
数が第１の層２の格子定数と大きく異なる場合でも、ほぼ同じである。
【０２６４】
　この操作を首尾よく遂行するためには、２つの主要な条件を順守しなければならない：
－　第１の層２における欠陥（転位や局所的応力等）の出現を防ぐため、第１の層２の公
称格子定数とそれの下に位置する区域（第3の層３Ａの中に含まれる）の格子定数は互い
に極端に異ならない。
－　層の厚みを通じての弾性歪みの漸進的緩和、及び欠陥の発生の少なくとも一方を防ぐ
ため、第１の層２は十分に薄くしなければならない。これを達成するため、弾性的に歪む
半導体材料で作製したかかる第１の層２の厚みは、取分けその構成要素材料と、隣接する
層の材料と、歪み層の製造技法とによって決まる、当業者にとって公知の臨界厚さ未満と
しなければならない。
【０２６５】
　ＳｉＧｅ（５０％－５０％）の２つの層３Ａ及び３Ｂの間のＳｉ層２の場合に典型的に
逢着する臨界厚さは、数十ナノメートルに概ね等しい。
【０２６６】
　第１の層２の第2の実施形態において、第１の層２については、それに隣接する区域の
製造材料の格子定数とほぼ同じ公称格子定数を備える材料を選択する。
【０２６７】
　よって第１の実施形態と異なり、この場合の第１の層２の結晶学的構造は著しく緩和さ
れる。
【０２６８】
　結果的に、そして第１のリサイクル段階中に適用される物質除去で選択性基準を満足す
るため、例えば第１の層２のための材料は、それに隣接する材料の少なくとも１つで不在
の構成要素が１つ以上第１の層２に備わるよう選択されるだろうが、ただし、第１の層２
の材料は隣接区域の格子定数とほぼ同じ格子定数を備え、そしてこの構成要素は、選択的
物質除去に関わる隣接層に対する選択性を決定する必須要素である。
【０２６９】
　ある１つの特別な場合において、第１の層２における材料の構成要素は、選択的物質除
去に関わる隣接区域を構成する材料において不在であり、かくして２つの材料はまったく
異なる。
【０２７０】
　他の特別な場合において、選択的物質除去に関わる隣接区域とは異なる第１の層２にお
ける構成要素はどれも、付加的要素、または関係する隣接層に存在しない要素であっても
よい。
【０２７１】
　例えば、隣接区域と概ね同じ格子定数を備える第１の層２を添加できるであろうし、そ
の結果、この格子定数は添加の後に著しく妨害されない。
【０２７２】
　第１の層２が、選択的物質除去に関わる隣接区域の製造材料と同じ材料から成る場合、
このドーピング元素は、選択性容量を決定する要素である。
【０２７３】
　第１の層２を添加する時、転位等の欠陥、そして特に転位を介しての欠陥が望まれない
場合、第１の層２の厚みは、場合によっては当業者にとって公知の臨界厚さ未満に留まる
かもしれない。
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【０２７４】
　第１の層２の第3の実施形態においては、多孔質層を作るため、あらかじめ作製した層
３Ａは、その表面に孔を設ける。
【０２７５】
　この多孔質率の増加は、陽極酸化によって、あるいは他の何らかのポロジティ技法によ
って、例えば文書EP0849788A2に記載された技法等で適用してもよい。
【０２７６】
　然るべき侵食方法を用いて少なくとも１つの隣接材料を選択的に侵食できるようであれ
ば、この多孔質材料層で第１の層２を構成してもよい。
【０２７７】
　その多孔質性は、これら２つの隣接層の結晶学的構造を著しく妨害せず、それ故かかる
第１の層２はドナーウェハ１０の結晶学的構造を著しく妨害しない。
【０２７８】
　その結果は、隣接する区域の結晶学的構造と、仮に同じでないとしてもほぼ同じ、第１
の層２の結晶学的構造であり、それ故、第１の層２は周囲の構造のクリスタログラフィを
妨害しない。
【０２７９】
　ただし別の場合において、周囲の構造の格子定数に特定の影響を及ぼす第１の層２があ
ってもよく、その第１の層２が隣接層で誘発する状態（歪みまたは緩和、完全または相対
的）は、これらの場合、以下の用途にとって利点に乏しいと見なされる性質に相当する。
【０２８０】
　図２ｂ及び２ｃを参照し、図１ｂ及び１ｃを参照し上述したものとほぼ同じ除去方法に
従い、層３Ｂの部分を除去し、それを受け入れ基板５の上に移す。
【０２８１】
　除去の後とリサイクルの最中、第１の層２にて適用する選択的物質除去は、以下の選択
的材料除去の内少なくとも１つを含む：
－　図２ｄを参照し、第１の層２に隣接する層３Ｂ’における選択的材料除去、ただし第
１の層２は物質除去のための停止層を形成する；
－　層３Ｂ’の除去の後、第１の層２における選択的材料除去、ただし第１の層２に隣接
する第3の層３Ａの材料は物質除去のための停止層を形成する。
【０２８２】
　よって、ある１つの特定の選択的除去方法においては、第１の層２において２つの相次
ぐ選択的材料除去を合同することが可能である。
【０２８３】
　この場合は、第2の層３Ｂと、その後に第１の層２とを、選択的に除去する。
【０２８４】
　第１のリサイクル段階における選択的物質除去のために選ばれる方法、そして有用層と
同じ側でドナーウェハ１０の部分を除去することとなる方法が何であれ、物質除去のため
の停止層がある（第１の選択的物質除去の場合は第１の層２、または第2の選択的物質除
去の場合は第3の層３Ａに含まれる第１の層２の下に位置する区域）。
【０２８５】
　よって停止層は材料侵食の障壁として機能し、特に以降の除去の時に取り外されること
となる新しい有用層がある第3の層３Ａを保護する。
【０２８６】
　除去前のドナーウェハ１０の別の構成において、ドナーウェハは、それぞれ前記第１の
層２と第2の層３Ｂと第3の層３Ａとから成る数個の三重層を備え、各三重層の第2の層３
Ｂ及び第１の層２の少なくとも一方は場合により、材料を選択的に除去することができる
手段によって、その下に位置し同じ三重層の一部を成す層に対して選択的に除去される。
【０２８７】
　有利なことに、三重層の第3の層３Ｂで、その下に位置し多層構造Ｉにも含まれる層に
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対して選択的に材料を除去する方法もある。
【０２８８】
　この後者の構成には、リサイクル中に三重層のどの層でも選択的に除去できるという利
点がある。
【０２８９】
　同じ構成において、そして第１の特定の場合において、第3の層３Ｂの下に位置する層
は、別の三重層に属する第2の層３Ａである。
【０２９０】
　さらにこの構成において、そして第2の特別な場合において、第3の層３Ｂの下に位置す
る層は、層３Ｂと同じ三重層に属さない第１の層２である。
【０２９１】
　この第2の特定の場合において、それの上を覆い第3の層３Ｂが属する三重層の第１の層
２には、それの下に位置する別の三重層が有利に挿入される。この場合得られるのは、タ
イプ２の層によって隔てられたタイプ３Ａの層とタイプ３Ｂの層の連続から成る集合体で
ある。
【０２９２】
　そのような数個の三重層を備える多層構造Ｉの特定の構成の例を、図４を参照しながら
提示する。この例の多層構造Ｉは：
－　図２ａを参照し第3の層タイプ３Ａの層３Ａと、図２ａを参照し第2の層タイプ３Ｂの
第2の層３Ｂとの間に挿入される、第１の層２タイプの層２Ａから成る第１の三重層；
－　図２ａを参照し第3の層タイプ３Ａの層３Ｃと、図２ａを参照し第2の層タイプ３Ｂの
層３Ｄとの間に挿入される、第１の層タイプ２の第１の層２Ｃから成る第2の三重層；及
び
－　２つの三重層の間に挿入される第１の層タイプ２の層２Ｂ。
【０２９３】
　層３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、及び３Ｄの各々の厚みは、除去すべき有用層の厚みに等しいかこ
れを上回る。
【０２９４】
　この場合、層２Ａ、２Ｂ、及び２Ｃの第１の働きは；
－　リサイクル中にそれの上を覆う層の選択的除去に対する停止層を形成すること；及び
－　それの下に位置する層に対して選択的に除去される層を形成すること；
の少なくとも一方によって、それぞれの下に位置する層をリサイクル中に適用される物質
除去から保護することである。
【０２９５】
　したがって、このドナーウェハ１０の構成において、保護層２Ａ、２Ｂ、及び２Ｃによ
ってそれぞれ隔てられた層３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、及び３Ｄがあり、そこでは有用層を除去す
ることができ、保護層２Ａ、２Ｂ、及び２Ｃはリサイクル中にそれぞれの下に位置する層
を保護する。
【０２９６】
　したがって、本発明による一プロセスに従い、一層または数層を一段階または数段階で
除去することができ、それに伴い、特に遭遇する最初の保護層（２Ａ、２Ｂ、または２Ｃ
）に関して選択的になされる除去の後に残る層の部分の除去により、本発明による一回ま
たは複数回の中間リサイクル操作を適用し、よってこの層はそれの下に位置し、且つ除去
することができる少なくとも１つの有用層を備える層を保護する。
【０２９７】
　よって、この特定の構成により、１つまたは複数の材料層から成る有用層を除去するこ
とが可能である。
【０２９８】
　数個の層を除去する時に、層２Ａ、２Ｂ、及び２Ｃ等、少なくとも１つの保護層または
保護層の部分もまた取り外され、よって特に表面の粗さを除去するため、リサイクルの最
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中ではなく、取り外された層の表面を仕上げる時に、材料を選択的に除去する時に保護層
として機能する。
【０２９９】
　一般に、そして本発明によるリサイクル段階間で数個の有用層を除去することができる
本発明による多層構造Ｉの場合、本発明によるある１つの有利な脈絡においては、以下の
段階を順次繰り返し遂行することによって、本発明によるドナーウェハ１０から有用層を
除去する周期的プロセスを用いる：
－　除去プロセス；及び
－　本発明によるリサイクル方法。
【０３００】
　周期的除去方法を適用する前には、上述の基板１上で薄層を作る一個または数個の技法
によって、本発明によるドナーウェハ１０を作るプロセスを実施できる。
【０３０１】
　基板１上に作られる同じ構造Ｉにおいて、その中で追加の層を必ずしも形成する必要、
及び基板１の少なくとも部分を回収するための処理を必ずしも適用する必要がない、ある
いはその少なくとも一方をする必要がなく、ドナーウェハ１０（図１ａ、２ａ、３、また
は４に描かれたドナーウェハ１０の内の１つ等）から始まって本発明に従い数回にわたり
除去する可能性は、全域的除去プロセスの実施に伴う時間を節約し、さらにプロセスの実
施を、最新技術による別のプロセスより簡易なものに、そして大幅に廉価なものにする。
【０３０２】
　多層構造Ｉにおける数回に及ぶ除去とリサイクルの後、除去操作の回数は特に多層構造
の厚みと相関関係にあり、残存する多層構造Ｉは最早除去すべき有用層を収容できる程厚
くない。
【０３０３】
　かくして、ドナーウェハ１０は実際に基板１のみから成る。
【０３０４】
　第１の場合において、ドナーウェハ１０は破棄され、この場合は基板１全体が失われる
が、基板の製造は、基板１がバッファ構造を備える場合には特に、複雑で、時間と費用が
かかるかもしれない。
【０３０５】
　第2のより有益な場合においては、リサイクルの方法を用いて基板１を少なくとも部分
的に回復する。
【０３０６】
　基板１がバッファ構造を備える場合は、３種類の基板１リサイクルを適用してもよい：
－　バッファ構造全体の除去を含むリサイクルであって、ただしバッファ構造を形成した
ところの支持基板の少なくも部分を保つことは可能なリサイクル；ただしこのリサイクル
は、通常ならば製造するのが最も困難で最も費用のかかる基板１の部分の損失を招く；さ
らに例えばリサイクル前の基板と同等の基板１を再形成する必要がある場合には、バッフ
ァ構造を形成するための付加的段階の使用を要する；
－　バッファ構造の部分の除去を含み、さらにバッファ構造を形成したところの支持基板
と、製造に費用がかかるバッファ層等、バッファ構造の部分とを保つことができるリサイ
クル；例えば、リサイクルを行う時、バッファ構造の中で計画的に配置された停止層から
始まる選択的物質除去が可能である；特にリサイクル前の基板と同等の基板１を再形成す
る必要がある場合には、バッファ構造を再形成する付加的段階を有利に適用する；
　－　基板１全体を保つべく、当初の多層構造Ｉの残余の少なくとも部分の除去を含むリ
サイクル；リサイクル中には、多層構造Ｉの残りのために仕上げ段階を適用してもよい；
例えば多層構造Ｉと基板１との間に計画的に配置された停止層を使用し、例えばＣＭＰ、
熱処理、犠牲酸化、ボンバードメント、またはその他の平滑化技法）、及び選択的物資除
去の少なくとも１つにより適用してもよい。
【０３０７】
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　基板１のリサイクルの後、新しい多層構造Ｉを形成し、そこでは本発明によるプロセス
に従い数個の有用層を除去してもよい。
【０３０８】
　この新しい多層構造Ｉは、リサイクル前の構造とほぼ同じであってもよい。
【０３０９】
　この新しい多層構造Ｉは、一部の製造パラメータを若干修正することにより、リサイク
ル前の多層構造Ｉと若干異なる構造を備えてもよい。例えば、材料の一部の化合物の濃度
を若干修正してもよい。
【０３１０】
　いずれの場合でも、多層構造は層の成長により、例えばＣＶＤやＭＢＥを用いたエピタ
キシにより、有利に製造する。
【０３１１】
　第１の場合においては、多層構造Ｉの中の少なくとも１つの層の成長を、下位成長支持
体の形成に続いて原位置で行い、下位成長支持体もまたこの場合は層成長によって有利に
形成する。
【０３１２】
　第2の場合においては、これらの層の少なくとも１つを、例えばＣＭＰ研磨、熱処理、
その他平滑化技法による下位成長支持体表面での簡単な仕上げ段階の後に成長させる。
【０３１３】
　本書の残りの部分では、本発明によるプロセスによって実施できる、多層構造Ｉを備え
るドナーウェハ１０の構成例を提示する。
【０３１４】
　特に、かかるドナーウェハ１０で有利に使用できる材料を提示する。
【０３１５】
　詳述する一部の例は基板１内にバッファ構造と支持基板とを含むことがあり、そのバッ
ファ構造は支持基板の上に作る。
【０３１６】
　関係する例のいくつかで、バッファ構造は、その支持基板のレベルで第１の格子定数と
、その下位多層構造Ｉとの界面近くで第2の格子定数とを備える。
【０３１７】
　この種のバッファ構造は、そのような格子定数の適合を行うためのバッファ層を備える
。
【０３１８】
　この性質を備えるバッファ層を得るために一般に用いる第１のバッファ構造製造技法（
上記）では、数個の原子から成るバッファ層を有し、そこでは：
－　少なくとも１つの原子が支持基板の組成に含まれる；及び
－　バッファ層の厚みを通じて段階的に変化する濃度によって、支持基板内にまったく配
置されない、またはごく僅かに配置される、少なくとも１つの原子。
【０３１９】
　バッファ層におけるこの原子の段階的濃度は、変性的に、バッファ層における格子定数
の段階的変化の主要な原因となる。
【０３２０】
　よって、この構成におけるバッファ層は主に合金である。
【０３２１】
　バッファ構造の支持基板とバッファ層の組成のために選ばれる原子は、ＳｉやＧｅ等の
タイプＩＶでもよい。
【０３２２】
　例えばこの場合、Ｓｉ支持基板およびＳｉＧｅバッファ層を有することが可能であろう
。そのＧｅ濃度は、支持基板との界面における０に近い値とバッファ層の他の面における
所定の値との間で厚みを通じて段階的に変化する。
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【０３２３】
　別の場合、支持基板及びバッファ層の少なくとも一方の組成は、（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ）
－（Ｎ，Ｐ，Ａｓ）の可能な組み合わせから選ばれる対等、タイプＩＩＩ－Ｖ原子の対を
含んでもよい。
【０３２４】
　例えばこの場合、ＡｓＧａで作られた支持基板と、Ａｓ及びＧａの少なくとも一方と少
なくとも１つの他の原子とで作られたバッファ層を有することが可能であろう。この後者
の原子は、支持基板との界面における０に近い値とバッファ層の他の面における所定の値
との間で厚みの中で段階的に変化する。
【０３２５】
　支持基板及びバッファ層の少なくとも一方の組成は、（Ｚｎ，Ｃｄ）－（Ｓ，Ｓｅ，Ｔ
ｅ）の可能な組み合わせから選ばれる対等、タイプＩＩ－ＶＩ原子の対を含んでもよい。
【０３２６】
　以下、そのような構成の数例を提示する：
【０３２７】
　最初の５例では特に、Ｓｉで作られた支持基板１とＳｉＧｅまたはＳｉで作られたバッ
ファ層、そして多層構造Ｉの中のＳｉ及びＳｉＧｅで作られた別の層を備えるドナーウェ
ハ１０を扱う。
【０３２８】
　これらのウェハ１０は、ＳＧＯＩ、ＳＯＩ、またはＳｉ／ＳＧＯＩ構造を作るため、歪
みＳｉＧｅ及びＳｉの少なくとも一方の層を除去する時に取分け有益である。
【０３２９】
　これに関して、使用するエッチング溶液のタイプは、エッチングすべき材料（Ｓｉまた
はＳｉＧｅ）次第で異なる。よって、これらの材料のエッチングに適したエッチング溶液
をいくつかのカテゴリに分類し、以下の一覧から識別子を取ってそれぞれのカテゴリに割
り当てる。
【０３３０】
　－　Ｓ１：ＳｉＧｅに対するＳｉの選択的エッチング溶液、よってＫＯＨ、ＮＨ４ＯＨ
（水酸化アンモニウム）、ＴＭＡＨ、ＥＤＰ、またはＨＮＯ３の内少なくとも１つの化合
物を含む溶液、あるいはWO99/53539、9ページで説明されているとおり、ＨＮＯ３、ＨＮ
Ｏ２Ｈ２Ｏ２、ＨＦ、Ｈ２ＳＯ４、Ｈ２ＳＯ２、ＣＨ３ＣＯＯＨ、Ｈ２Ｏ２、及び　Ｈ２

Ｏ等の物質を組み合わせる、現在研究されている溶液。
【０３３１】
　－　Ｓ２：ＨＦ、Ｈ２Ｏ２、ＣＨ３ＣＯＯＨ（選択性約１：１０００）、ＨＮＡ（フッ
化水素－窒素－酢酸溶液）を含有する溶液等、Ｓｉに対するＳｉＧｅの選択的エッチング
溶液。
【０３３２】
　－　Ｓｃ１：ＴＭＡＨやＫＯＨを含有する溶液等、Ｇｅの濃度が２５％に等しいかこれ
を上回るＳｉＧｅに対する、Ｇｅの濃度が２０％を大きく下回るかこれに等しいＳｉＧｅ
の選択的エッチング溶液。
【０３３３】
　－　Ｓｄ１：ＥＤＰ（エチレンジアミン及びピロカテコール）ＫＯＨ、またはＮ２Ｈ２

（ヒドラジン）を含有する溶液等、好ましくは２×１０１９ｃｍ－３より多くまで添加さ
れた、ホウ素添加Ｓｉに対する非添加Ｓｉの選択的エッチング溶液。
【０３３４】
　（実施例１）
ドナーウェハ１０は下記より成る：
－　下記より成る基板１：
　－　Ｓｉで作製した支持基板；
　－　前記第１のバッファ構造製造技法により作製した、バッファ層と追加層とを備える
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、ＳｉＧｅ製のバッファ構造；
　－　ＳｉＧｅを含む多層構造Ｉ。
【０３３５】
　上で説明したとおりＳｉＧｅの格子定数を変化させるため、バッファ層におけるＧｅの
濃度は、好ましくは支持基板との界面から徐々に増加する。
【０３３６】
　表面にて良好な構造的緩和を得るため、そして格子定数の違いに関係する欠陥を埋め込
む形で閉じ込めるため、３０％未満のＧｅ表面濃度のため厚みは典型的には１から３ミク
ロンである。
【０３３７】
　追加層は、その界面近くのバッファ層の濃度とほぼ同じで有利に均一なＧｅ濃度によっ
て、バッファ層によって著しく緩和されるＳｉＧｅで作製する。
【０３３８】
　緩和ＳｉＧｅ層の中のシリコン中のゲルマニウム濃度は、典型的には１５％から３０％
である。
【０３３９】
　この３０％の制限は、現在の技法の典型的制限に相当するが、先々変化するかもしれな
い。
【０３４０】
　追加層の厚みは場合に応じて大幅に変化し得るもので、典型的な厚みは０．５から１ミ
クロンである。
【０３４１】
　例えば図２ａを参照し、除去前の多層構造Ｉは、以下の層の三重層を有利に備える：
－　除去すべき有用層の厚みより大きい厚みを持つ著しく緩和したＳｉＧｅで作製した層
３Ａ；
－　層３Ａの上の層２；
－　著しく緩和したＳｉＧｅ層２の上、除去すべき有用層の厚みより大きい厚みを持つ層
３Ｂ。
【０３４２】
　層２は、以下の材料の内１つから成る：
－　歪みＳｉ；または
－　歪みＳｉＧｅ。
【０３４３】
　ただし、層２を歪みＳｉまたはＳｉＧｅで作製した場合、この層２の厚みは臨界厚さを
超えてはならない。
【０３４４】
　よって例えば、Ｇｅ濃度が２０％にほぼ等しい２つのＳｉＧｅ層の間に挿入される歪み
Ｓｉで層２を作製した場合、その臨界厚さは典型的には約２０ナノメートル程度である。
【０３４５】
　層２の材料に応じて、層３Ｂの部分を除去した後には、数種のエッチングを有利に使用
してもよい：
－　層２を歪みＳｉで作製した場合：
－　ＳｉＧｅで作製した被覆部分を、Ｓ２タイプの溶液を用いて選択的にエッチングする
こと；及び
－　除去の後に残る層３Ｂを除去した後に、Ｓ１タイプの溶液を用いて層２を選択的にエ
ッチングすること、の少なくとも一方を行う。
－　Ｇｅ濃度が２５％にほぼ等しいかこれを上回る歪みＳｉＧｅで層２を作製し、被覆層
におけるＧｅ濃度が２０％にほぼ等しいかこれを下回る場合：
－　ＳｉＧｅで作製した被覆部分をＳｃ１タイプの溶液を用いて選択的にエッチングする
。
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－　Ｇｅ濃度が２０％にほぼ等しいかこれを下回るＳｉＧｅで層２を作製し、下位層にお
けるＧｅ濃度が２５％にほぼ等しいかこれを上回る場合：
－除去の後に残る層３Ｂを除去した後に、Ｓｃ１タイプの溶液を用いて層２を選択的にエ
ッチングする。
【０３４６】
　化学エッチングの選択性を向上させるため、ＳｉＧｅまたはＳｉで作製した層２には、
ホウ素や燐等のドーピング元素を添加してもよい。
【０３４７】
　多層構造Ｉのある１つの特定の構成において、多層構造Ｉはこれらの層３Ａ、２、及び
３Ｂから成る数個の三重層を備える。
【０３４８】
　この構成のある１つの特別な場合において、例えば図３に示すように、多層構造Ｉは層
２及び３の対のみから成る。
【０３４９】
　後者の場合は、図４に示すドナーウェハ１０等、２つの連続する三重層を隔てる層２が
有利に存在するであろう。
【０３５０】
　そして、層２における材料とＳｉＧｅとの間の選択的エッチングを有利に含む、本発明
によるリサイクルの方法によって区切られる、一回または数回の操作で取り外される一層
または数層を伴う、すべての除去の定式を見つけることは有利であり容易である。
【０３５１】
　（実施例２）
ドナーウェハ１０は下記より成る：
－　下記より成る基板１：
－　Ｓｉで作製した支持基板；
－　前記第１のバッファ構造製造技法により作製し、ＳｉＧｅ製のバッファ層とＧｅ製の
追加層とを備える、ＳｉＧｅで作製したバッファ構造；
－　除去前にＡｓＧａ及びＡｌＧａＡｓの少なくとも一方を備える多層構造Ｉ。
【０３５２】
　Ｇｅで作製した追加層の格子定数に対してＳｉ支持基板の格子定数を変化させるため、
バッファ層におけるＧｅ濃度は、好ましくは支持基板との界面から徐々に増加する。
【０３５３】
　二材料間での理論的メッシュの完全な一致のため、バッファ層におけるＧｅ濃度は、約
０から約１００％まで、より精密には９８％前後まで増加させる。
【０３５４】
　例えば図１ａを参照し、除去前の多層構造Ｉは以下の層の対を有利に備える：
－　ＡｌＧａＡｓで作製した層２；
－　層２の上の層３、ただし層３は著しく緩和したＡｓＧａで作製し、除去すべき有用層
の厚みより大きい厚みを持つ。
【０３５５】
　除去は、層２より上の多層構造Ｉの部分に適用し、リサイクルは、約６及び７間のｐＨ
によってクエン酸（Ｃ６Ｈ８Ｏ７）と過酸化水素水とを含有する溶液等（選択係数は典型
的に２０）、選択的エッチング溶液を用いての層３の選択的化学エッチングを含み、かく
して層３のほぼ全体を除去することができ、この場合の層２はエッチング停止層のように
作用する。
【０３５６】
　多層構造Ｉのある１つの特定の構成において、多層構造Ｉは層２の下に位置するＡｓＧ
ａで作られた別の層を備える。
【０３５７】
　除去は、この別のＡｓＧａ層より上の多層構造Ｉの部分に適用し、リサイクルは、希釈
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フッ化水素酸（約９％から４８％）を含有する溶液等（選択係数は典型的には３５０から
１００００）、選択的エッチング溶液を用いての層２の選択的化学エッチングを含み、か
くして層２のほぼ全体を除去することができ、これに伴い別の下位ＡｓＧａ層はエッチン
グ停止層のように作用する。
【０３５８】
　ある１つの特別な場合において、層３の少なくとも部分を除去し、その後層２を除去す
るため、２つの選択的エッチングを順次に行うことができる。
【０３５９】
　ある１つの特定の多層構造Ｉ構成において、多層構造Ｉはこれらの層２及び３から成る
数個の対を備える。
【０３６０】
　この構成のある１つの特別な場合において、例えば図３に示すように、多層構造Ｉは層
２及び３の対のみから成る。
【０３６１】
　そして、ＡｌＧａＡｓとＧａＡｓとの間での選択的エッチングを有利に含む、本発明に
よるリサイクルの方法によって区切られる、一回または数回の操作で取り外される一層ま
たは数層を伴う、すべての除去の定式を見つけることは有利であり容易である。
【０３６２】
　（実施例３）
ドナーウェハ１０は下記より成る：
－　Ｓｉより成る基板１；
－　除去前にＳｉを備える多層構造Ｉ。
【０３６３】
　例えば図２ａを参照し、除去前の多層構造Ｉは以下の層から成る三重層を有利に備える
：
－　除去すべき有用層の厚みより大きい厚みを持つ著しく緩和したＳｉで作製した層３Ａ
；
－　層３Ａの上の層２；
－　除去すべき有用層の厚みより大きい厚みを持つ、著しく緩和したＳｉ層２の上の層３
Ｂ。
【０３６４】
　層２は以下の材料の内１つから成る：
－　添加Ｓｉ；または
－　歪みＳｉＧｅ。
【０３６５】
　ただし、層２を歪みＳｉＧｅで作製した場合、この層２の厚みはＧｅ濃度に関し臨界厚
さを超えてはならない。
【０３６６】
　層２の材料に応じて、層３Ｂの部分を除去た後には、数種のエッチングを有利に使用し
てもよい：
－　層２を添加Ｓｉで作製した場合：
－　除去の後に残るＳｉで作られた被覆部分は、Ｓｄ１タイプの溶液を用いて選択的にエ
ッチングする；
－　層２を歪みＳｉＧｅで作製した場合：
－　Ｓｉで作製した被覆部分は、Ｓ１タイプの溶液を用いて選択的にエッチングすること
；及び
－　除去の後に残る層３Ｂを除去した後には、Ｓ２タイプの溶液を用いて層２を選択的に
エッチングすること、の少なくとも一方を行う。
【０３６７】
　（実施例４）
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ドナーウェハ１０は下記より成る：
－　下記より成る基板１：
－　Ｓｉで作製した支持基板；
－　上で述べた、そしてWO00/15885で公表されている、前記第2の特定のバッファ構造製
造技法を用いて作製したバッファ層、換言すると：
－　上で述べた、そしてWO00/15885で公表されている、前記第2の特定のバッファ構造製
造技法による、ＧｅまたはＳｉＧｅで作製した第１の層の堆積；
－　場合によりその後に続く、WO00/15885に記載されているように、被覆層の結晶学的品
質を改善できる第2の任意層の堆積、ただし第2の層は下記から作製する：
－　バッファ層の第１の層をＧｅで作製した場合は、ＳｉＧｅ（５０／５０）；
－　バッファ層の第１の層をＳｉＧｅで作製した場合は、歪みＳｉ；
－　一連の層対を備える多層構造Ｉ、各対は緩和層３と歪み層２とから成る、
－　各緩和層３は少なくとも除去すべき有用層と同等に厚く、そして下記から作製する：
－バッファ層で作製した第１の層がＧｅで作製した場合は、Ｇｅ；または
－バッファ層で作製した第１の層がＳｉＧｅで作製した場合は、ＳｉＧｅ（バッファ層に
おける第１の層の濃度とほぼ同じ濃度で）；
－　各歪み層２は歪みＳｉまたはＳｉＧｅで作製し、その厚みは弾性歪みの緩和が始まる
臨界厚さを下回り、この臨界厚さはＳｉで作製した３つの隣接緩和層の組成に依存する。
【０３６８】
　多層構造Ｉの除去は、多層構造Ｉで作製した層の集合または単一の層に適用してもよい
。
【０３６９】
　よって、緩和層３、歪み層２、または歪み層２と緩和層３との集合を除去し、それらを
受け入れ基板５の上に移してもよい。
【０３７０】
　緩和層３において除去を行う場合は、層２の材料に対して選択的に層３の材料をエッチ
ングできる溶液によって緩和層３の残りの部分を化学的にエッチングすることによって、
本発明によるリサイクルを実施できる。
【０３７１】
　層２をＳｉで作製し、層３をＳｉＧｅで作製した場合は、Ｓ２タイプの溶液によって歪
み層２をエッチングし、その際の歪み層２はエッチング停止層である。このエッチングの
後には、他の緩和層に対して選択的な第2の歪み層２のエッチングを続けてもよい。
【０３７２】
　よって、第１の除去の後に第2の除去を実施することが可能であり、その第2の除去は、
歪み層２及び下位多層構造Ｉの部分の少なくとも一方に適用する。
【０３７３】
　ただし、この例に従い除去の後に得られる構造は、たとえ埋込み領域においても、転位
タイプの欠陥を免れることに注意されたい。
【０３７４】
　そして結果として得た構造は、歪みＳｉＧｅ、Ｇｅ、またはＳｉで作製した層の上での
エピタキシにより、例えば歪みシリコンで作製した、追加の層を成長させるのに利用して
もよい。
【０３７５】
　（実施例５）
ドナーウェハ１０は下記より成る：
－　下記より成る基板１：
－　Ｓｉで作製した支持基板；
－　前記第3のバッファ構造製造技法によりＳｉで作製したバッファ層；
－　連続した層から成る下記三重層を備える多層構造Ｉ：
－　少なくとも１５％のＧｅをバッファ構造上に有するＳｉＧｅで作製した第１の層３Ａ
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、ただしＳｉＧｅは緩和または擬似緩和される；
－　第１の層３Ａと第2の層３Ｂの累積厚みを大きく下回る厚みを持つＳｉで作製した第2
の層２；
－　少なくとも１５％のＧｅを含有するＳｉＧｅで作製した第3の層３Ｂ、ただしＳｉＧ
ｅは緩和または擬似緩和される；
【０３７６】
　このドナーウェハ１０は、前記第3のバッファ構造製造技法によりバッファ層を作製し
た後に得られるウェハである。
【０３７７】
　バッファ層の第１の実施形態においては、バッファ層を作製する前に三重層が存在した
が、その際ドナーウェハ１０は下記の形をとる：
－　Ｓｉで作製した基板１；
－　順次下記より成る多層構造Ｉ’：
－少なくとも１５％のＧｅをバッファ構造上に有するＳｉＧｅで作製した第１の層３Ａ’
、ただしＳｉＧｅは歪ませる；
－　緩和Ｓｉで作製した第2の層２’；
－　少なくとも１５％のＧｅを含有するＳｉＧｅで作製した第3の層３Ｂ’、ただしＳｉ
Ｇｅは歪ませる。
【０３７８】
　歪みＳｉＧｅ層３Ａ’は、歪みＳｉＧｅ層３Ｂ’と概ね同じ特性を備える。
【０３７９】
　多層構造Ｉ’における転位等の欠陥の密度は、有利なことに約１０７ｃｍ－２に満たな
い。
【０３８０】
　１５％のＧｅを含む層３Ａ’及び３Ｂ’を有する多層構造Ｉ’と、３０％のＧｅを含む
層３Ａ’及び３Ｂ’を有する多層構造Ｉ’の典型的厚みはそれぞれ約２５０ｎｍと約１０
０ｎｍであり、よって各層の弾性歪み厚みの臨界点より下に留まる。
【０３８１】
　緩和層２’の典型的厚みは数十ナノメートルである。
【０３８２】
　歪み層３Ａ’及び３Ｂ’の厚みの大きさは、有利なことに互いにほぼ同じである。
【０３８３】
　したがって、多層構造Ｉ’は全域的に歪む。
【０３８４】
　前記によると、バッファ層は２つの主要段階で作られる：
－　ＨまたはＨｅ等の原子種の注入により、Ｓｉで作製した支持基板１における妨害エリ
アの形成；
－　多層構造Ｉ’において弾性歪みの少なくとも相対的な緩和を引き起こす熱処理。
【０３８５】
　第１の段階で使用するＨまたはＨｅの注入エネルギー範囲は、典型的には１２ｋｅＶか
ら２５ｋｅＶである。
【０３８６】
　注入されるＨまたはＨｅの投与量は、典型的には１０１４ｃｍ－２から１０１７ｃｍ－

２である。
【０３８７】
　－　よって例えば、１５％のＧｅを有する歪み層３Ａ’の場合、好ましくは注入のため
Ｈを、約２５ｋｅＶのエネルギーと約３×１０１６ｃｍ－２の投与量にて用いる。
【０３８８】
　－　よって例えば、２乃至３０％のＧｅを有する歪み層の場合、好ましくは注入のため
Ｈｅを、約１８ｋｅＶのエネルギーと約２×１０１６ｃｍ－２の投与量にて用いるであろ
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う。
【０３８９】
　基板１における原子種の注入深さもまた、典型的には５０ｎｍから１００ｎｍある。
【０３９０】
　第2の段階で適用する熱処理は、妨害区域と多層構造Ｉ’との間の領域で妨害が移動す
るよう適合しなければならない。
【０３９１】
　妨害が移動するこの領域は、バッファ層を形成することになる。
【０３９２】
　バッファ層と多層構造Ｉ’との界面に転位が生じると、以下のとおり、多層構造Ｉ’の
全域的緩和が発生する：
－　緩和または擬似緩和層３Ａを形成する歪み層３Ａ’の弾性緩和；
－　歪み層２を形成する緩和層２’における弾性歪み、その際この層は、下位緩和ＳｉＧ
ｅの格子定数とほぼ同じ格子定数を備える。
－　緩和または擬似緩和層３Ｂを形成する歪み層３Ｂ’の弾性緩和。
【０３９３】
　バッファ層における転位の動きは、多層構造Ｉ’における大規模な転位の消滅をも引き
起こす。
【０３９４】
　熱処理は、好ましくは不活性雰囲気の下で実施する。
【０３９５】
　ただし熱処理は、別の雰囲気の下で、例えば酸化雰囲気の下で適用してもよい。
【０３９６】
　よって、この種のドナーウェハ１０に適用すべき特定の熱処理は、３０秒から６０分に
かけて、より具体的には約５分から約１５分にかけて変化する期間にわたり、典型的には
４００℃から１０００℃の温度で実施する。
【０３９７】
　バッファ層の第2の実施形態においては、バッファ層を作成する前に三重層が存在しな
かったが、その際ドナーウェハは有利なことに以下の形をとる：
－　Ｓｉ基板１；
－　少なくとも１５％のＧｅを含有するＳｉＧｅで作製した層、ただしＳｉＧｅは弾性的
に歪ませる。
【０３９８】
　このＳｉＧｅ層のための緩和技法とパラメータは、バッファ層の第１の実施形態の場合
とほぼ同じである。
【０３９９】
　バッファ層が作られた後の次の段階では層を成長させ、前記全域的に緩和した三重層を
備える多層構造を形成する。
【０４００】
　よって、この例で提案する第１の実施形態と異なり、多層構造Ｉはバッファ層の後に作
る。
【０４０１】
　実験的技法の詳細については、B.Hollanderらによる研究、特に論文「仮想基板に対す
る水素又はヘリウムイオン注入後の疑似Ｓｉ１－ｘＧｅｘ／Ｓｉ（１００）ヘテロ構造の
歪緩和」（物理研究B175-177(2001)356-36７頁の原子力機器・方法）[“Strain　relaxat
ion of pseudomorphic Si1-xGex/Si(100) heterostructures after hydrogen or　helium
 ion implantation for virtual substrate fabrication”（Nuclear and Instruments　
and Methods in Physicｓ Research B 175-177(2001)357-367）]を参照されたい。
【０４０２】
　緩和層３Ｂ上で受け入れ基板５の上にウェハ１０を結合した後には、上で述べた１つま
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たは複数の公知の技法を用いて、中間結合層を伴い、または中間結合層を伴わずに、除去
を行う。
【０４０３】
　緩和ＳｉＧｅ層３Ｂの一部を取り除く。
【０４０４】
　タイプＳ２の溶液を用いた層３Ｂの残留物の選択的化学エッチングにより、リサイクル
を有利に行い、その際層２はエッチング停止層を形成する。
【０４０５】
　その後、Ｓ１タイプの溶液を用いて層２の第2の選択的化学エッチング段階を適用でき
、ただし層３Ａはエッチング停止層を形成する。
【０４０６】
　その結果は、除去により、層３Ａまたは層２／３Ａの対において新しい有用層を与える
ことができる、リサイクルされたドナーウェハ１０である。
【０４０７】
　（実施例６）
ドナーウェハ１０は下記より成る：
－　下記より成る基板１：
－　支持基板、ただし支持基板の少なくとも部分は、その被覆バッファ構造との界面にて
ＡｓＧａより成る；
－　前記第１のバッファ構造製造技法により作製したＩＩＩ－Ｖ材料製のバッファ構造；
－　除去前にＩＩＩ－Ｖ材料を備える多層構造Ｉ。
【０４０８】
　支持基板は、固体ＡｓＧａで作ってもよく、固体Ｇｅで作ってもよく、その上である厚
みのＡｓＧａを成長させる。
【０４０９】
　バッファ構造の第１の利点は、多層構造Ｉの界面近くの材料の格子定数を（例えばＩｎ
Ｐの場合は５．８７オングストロームの公称値を持つかもしれない）、ＡｓＧａの値（そ
の公称値は約５．６５オングストローム）に適合することである。
【０４１０】
　固体ＩＩＩ－Ｖ材料において、そのようなバッファ構造の実用的利点は、例えば、固体
ＩｎＰと固体ＡｓＧａ等、異なる材料を比較することによって明らかになるかもしれない
。例えば固体ＡｓＧａは、固体ＩｎＰより高価でなく、半導体市場でより容易に入手でき
、最良の公知の背面接触技術の使用により機械的により弱くなく、より大きなサイズ（固
体ＩｎＰの場合の４インチに対し典型的には６インチ）で入手できる。
【０４１１】
　ただし、ＩｎＰの電子的性能は一般に、ＡｓＧａの電子的性能より有用である。
【０４１２】
　よって例えば、ＡｓＧａ支持基板の上で作られバッファ構造を通じて緩和したＩｎＰを
備える多層構造Ｉを提案することにより、前記ドナーウェハ１０は６インチＩｎＰ層製造
に対する解決をもたらす。
【０４１３】
　したがって、そのようなドナーウェハ１０の可能な利点は明白となる。例えば固体ＩＩ
Ｉ－Ｖ材料を使った場合に得ることができる性質に類似する、所定の品質と性質とを備え
る、公知のＩＩＩ－Ｖ材料で作られる活性層を作り、移動するためにこれを利用できる。
【０４１４】
　この種のドナーウェハ１０の中に含まれるバッファ構造の厚みは、典型的には１ミクロ
ンより大きく、この厚みは、特に本発明によるリサイクル方法の使用により、特に各除去
操作の後にそれを壊すことを避けることが可能であるならば、増すであろう。
【０４１５】
　下位バッファ構造との界面にて本質的に緩和されるＩｎｐを備える多層構造Ｉの例にお
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いて、基板１のバッファ構造は、Ｉｎの濃度が０％と約５３％との間で変化するＩｎＧａ
Ａｓより成るバッファ層を有利に備える。
【０４１６】
　バッファ構造はまた、原子の濃度がほぼ一定の、ＩｎＧａＡｓやＩｎＡｌＡｓ等のＩＩ
Ｉ－Ｖ材料で作製した追加の層を備えてもよい。
【０４１７】
　ある特別な除去の場合においては、多層構造Ｉにおいて少なくとも１つのＩｎＰ層を除
去し、かくしてそれを受け入れ基板５の上に移すことができる。
【０４１８】
　よって、電気的・電子的性質を十分に利用できる。
【０４１９】
　例えば、取り外される部分もまたＩｎＧａＡｓやＩｎＡｌＡｓを備える場合がこれに当
る。後者の材料とＩｎｐとの間の電子帯における不連続性は、層の除去に当って非常に良
好な電子移動度を生みだす。
【０４２０】
　他のＩＩＩ－Ｖ化合物を含む、他のドナーウェハ１０構成は可能である。
【０４２１】
　これらの層除去手段の典型的用途は、ＨＥＭＴ（高電子移動度トランジスタ）及びＨＢ
Ｔ（ヘテロ接合バイポーラトランジスタ）実装を含む。
【０４２２】
　リサイクル中には、場合により選択的で、一部のＩＩＩ－Ｖ材料を除去し他のＩＩＩ－
Ｖ材料は除去しないよう適合された化学エッチング溶液を有利に使用する。
【０４２３】
　よって例えば、ＩｎＧａＡｓで作られた下位層を取り外さずにＩｎＰ層を除去するため
、ＩｎＰの選択的エッチングを濃縮ＨＣＩを含む溶液とともに有利に使用する。
【０４２４】
　（実施例７）
ドナーウェハ１０は下記より成る：
－　下記より成る基板１：
－　被覆バッファ構造との界面にてＡｓＧａで作製した支持基板；
－　前記第１のバッファ構造製造技法により作製し、多層構造Ｉとの界面にてＩｎＧａＡ
ｓを備えるバッファ構造；
－　除去前にＩｎＰ及びＩｎｘＧａ１－ｘＡｓｙＰ１－ｙの少なくとも一方を備える多層
構造Ｉ。
【０４２５】
　例えば図１ａを参照し、除去前の多層構造Ｉは以下の層から成る対を有利に備える：
－　ＩｎＧａＡｓ（Ｐ）で作製した層２；
層２の上の層３、ただし層３は、著しく緩和したＩｎＰで作られ、除去すべき有用層の厚
みより大きな厚みを持つ。
【０４２６】
　この種のドナーウェハ１０は、上の実施例６で述べた。
【０４２７】
　除去は、層２より上の多層構造Ｉの部分に適用し、リサイクルは、ＨＦを含有する溶液
等、選択的エッチング溶液を用いた層３の選択的化学エッチングを含み、かくして除去の
後に残る層３のほぼ全体を除去することができ、この場合の層２はエッチング停止層のよ
うに作用する。
【０４２８】
　多層構造Ｉのある１つの特定の構成において、多層構造Ｉは、層２の下に位置するＩｎ
Ｐで作製した別の層を備える。
【０４２９】
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　それから、この別のＩｎＰ層より上の多層構造Ｉの部分に除去を適用し、リサイクルは
、ＣｅＩＶ　Ｈ２ＳＯ４を含有する溶液等、選択的エッチング溶液を用いた層２の選択的
化学エッチングを含み、かくして層２のほぼ全体を除去し、この場合の別の下位ＩｎＰ層
はエッチング停止層のように作用する。
【０４３０】
　第3の場合においては、層３の少なくとも部分を除去し、さらに層２を除去するため、
２つの選択的エッチングを順次に行うことができる。
【０４３１】
　多層構造Ｉのある１つの特定の構成において、多層構造Ｉは、これらの層２及び３の数
個の対を備える。
【０４３２】
　この構成のある１つの特別な場合において、例えば図３に示すとおり、多層構造Ｉは層
２及び３の対のみから成る。
【０４３３】
　そして、ＩｎＰとＩｎＧａＡｓ（Ｐ）との間の選択的エッチングを有利に含む、本発明
によるリサイクルの方法によって区切られる、一回または数回の操作で取り外される一層
または数層を伴う、すべての除去の定式を見つけることは有利であり容易である。
【０４３４】
　（実施例８）
ドナーウェハ１０は下記より成る：
－　下記より成る基板１：
－　サファイア、またはＳｉＣ、またはＳｉで作製した支持基板、
－　前記第１のバッファ層製造技法により作製した、下記より成るバッファ構造：
－　ＡｌｘＧａ１－ｘＮで作製した変性バッファ層、ただしｘは、サファイアとの界面か
ら始まって０から１にかけて厚みが変化する；
－　転位タイプの結晶学的欠陥を閉じ込めるＧａＮで作製した追加の層；
－　窒化物層を備える多層構造Ｉ。
【０４３５】
　ＩＩＩ－Ｖ　ＧａＮ、ＡＩＮ、及びＩｎＮ窒化物は、マイクロエレクトロニクスにおい
て、特にコンパクトディスク上で高密度で蓄積されるデータの読み書き等に応用されるレ
ーザ等、あるいは新しいディスプレイ技術のための発光ダイオード等、発光装置において
有用である。これらの材料はまた、高出力電子コンポーネントや高温で作動する電子コン
ポーネントを作るのに適する。
【０４３６】
　多層構造Ｉに含まれる窒化物層を作る１つの方法は、それぞれＧａＮ、ＡＩＮ、または
ＩｎＮ層の堆積のためのトリメチルガリウム、トリメチルアミンアラン、またはトリメチ
ルインジウム等、グループＩ有機金属の堆積によりＧａＮで作製した追加層上でのエピタ
キシ成長である。
【０４３７】
　同じドナーウェハ１０から始まってこれらの窒化物層のいくつかを移すために用いる本
発明は、新たな除去操作のために多層構造Ｉにおいて別の層を準備するための、層を除去
する各操作間のリサイクル段階を示す。
【０４３８】
　よって、数個の技法、主に化学エッチングによる層の平滑化は、除去すべき層の構造的
・幾何学的品質を現状どおりに、またはほぼ現状どおりに保つ一方で、この目的の達成を
助長する。
【０４３９】
　ＧａＮの層をエッチングするために用いるフォトエッチング技法は一例である。例えば
、R.T.Leonardらによる論文を参照されたい［「ＧａＮの光アシスト型ドライエッチング
」（応用物理学誌68(6)、1996年2月5日）（”Photo-assisted dry etching of GaN”， A
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pplied　Physics letters 68(6), February 5 1996）］。
【０４４０】
　ここで扱う特別な例において、窒化物を備える多層構造Ｉは、図２及び４に示すものに
似ている。
【０４４１】
　図２ａを参照し、除去前の多層構造Ｉは以下の三重層を有利に備える：
－　ＡＩＮで作製した層３Ａ、
－　ＩｎＮで作製した層２、
－　ＧａＮで作製した層３Ｂ。
【０４４２】
　有利なことに、多層構造Ｉは、ＩｎＮで作製した層によって第１の三重層から隔てられ
る、ほぼ同じ別の三重層を備える。
【０４４３】
　この三層構造の利点は、選択する材料ごとに著しく異なる化学的侵食手段を用いること
ができることにある。
【０４４４】
　－　よって、分極塩素、水素、そして場合によりアルゴンを含むプラズマガスをウェハ
１０で注入する場合は、特に技術的パラメータを以下のとおりに適合し、ＩｎＮはＧａＮ
またはＡＩＮより低いドライエッチングレートを持つ：
－　好ましくは４００ワットから１０００ワット、より具体的には約６５０ワットでの分
極無線周波数の電力；
－　５００ケルビンから１０００ケルビン、好ましくはより１０００ケルビンに近い温度
；
－　１ｍＴ程度の低圧；
－　約２５ｓｃｃｍの総流体比で、Ｃｌ２対Ｈ２比が２対３程度の組成。
【０４４５】
　ＩｎＮに比べたＧａＮ及びＡＩＮのエッチング選択性は主に、Ｇａ及びＡｌを含有する
種の揮発性に比べてＩｎＣｌｘの低い揮発性に起因する。
【０４４６】
　窒化物の中のＮ原子はＨ２と極めて良好に化合し、ＮＨ３の気体分子を形成する。
【０４４７】
　「ＧａＮ，ＡＩＮ及びＩｎＮの原理バイアスエレクトロン・サイクロトロン共鳴プラズ
マエッチング（応用物理学誌64(17)、1994年4月25日）」［“Law Bias Electron Cyclotr
on Resonance Plasma Etching of GaN, AIn,and InN”（Applied Physics Letters　64(1
7), April 25 1994）］におけるS. J. Peartonらによる実験結果を参照し、ＩｎＮに対す
るＧａＮのエッチング比は３対１より大きくてもよく、ＩｎＮに対するＡＩＮのエッチン
グ比は５対１程度であってもよい。
【０４４８】
　S.J.Peartonらによる前記論文をなおも参照すると、２対１程度のＡＩＮに対するＧａ
Ｎのエッチング比を得ることができ、さらに３対２程度のＡＩＮに対するＩｎＮのドライ
エッチング比を得ることができる。
【０４４９】
　除去をＧａＮ層で行う場合は、ＩｎＮで作られた下位層がエッチング停止層を形成する
よう、分極塩素を含むガスを有利に使用できる。
【０４５０】
　ＩｎＮ層を保つ必要がない場合は、ＡＩＮで作られた下位層がエッチング停止層を形成
するよう、ＣＨ２を含有するガスを使用し、ドライエッチングを適用することができる。
【０４５１】
　エッチングの後に保たれた層の表面を仕上げるため、例えば研磨による、追加の仕上げ
段階を使用してもよい。
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【０４５２】
　その際、エッチングの後に保たれるこの層は、本発明により再び除去してもよい。
【０４５３】
　同様に、除去をＩｎＮ層で行う場合は、ＣＨ２を含有するガスを使ってＩｎＮ層の残留
物を有利にドライエッチングでき、その際ＩｎＮ層は停止層を形成する。
【０４５４】
　ＡＩＮで作られた層を保つ必要がない場合は、塩素を含有するガスを使ったドライエッ
チングを実施することが可能であり、その際下位ＩｎＮ層は停止層を形成する。
【０４５５】
　最後に、ＡＩＮで作られた層を除去する場合は、塩素ガスを使ってドライエッチングを
有利に使用でき、他方下位ＩｎＮ層は停止層を形成する。
【０４５６】
　ＩｎＮ層で隔てられた数個の三重層（ＡＩＮ、ＩｎＮ、ＧａＮ）がある場合は特に、一
回の除去操作で数個の層を除去することもできる。
【０４５７】
　（実施例９）
ドナーウェハ１０は下記より成る：
－　下記より成る基板１：
－　サファイアまたはＳｉＣまたはＳｉで作製した支持基板；
－　ＧａＮで作製した中間層；
－　ＳｉＯ２マスク；
－　ＧａＮバッファ層；
－　ＧａＮで作製した層を１つ以上含む、連続した窒化物層を備える多層構造Ｉ。
【０４５８】
　バッファ層を作る方法は、本書において、前記第4のバッファ構造製造技法の提示にお
いて上述したとおりであり、それはＥＬＯＧ技法を使用し、窒化物層を、特にＧａＮを、
異方的に成長させることを含む。
【０４５９】
　この構成で用いるＳｉＯ２マスクは、ＧａＮで作製した中間層上で、互いにほぼ平行に
、周期的に配置される帯の形を有利にとる。
【０４６０】
　各帯の厚みは典型的には数十ミクロン程度であり、他方帯の幅は数ミクロン程度である
。
【０４６１】
　帯を互いに隔てる距離は、典型的には約１０ミクロンまたは１５ミクロンである。
【０４６２】
　例えば、１３ミクロンの間隔でそれぞれ０．２ミクロンの厚みと５ミクロンの幅を持つ
帯の組織があるであろう。
【０４６３】
　一般的な場合で上述したとおり、これらのＳｉＯ２帯は、上に堆積されたＧａＮ層にお
いて、これらの帯の空き表面の近くで、局所的転位を生じる。
【０４６４】
　その際、これらの転位がマスクの周辺に位置するＧａＮの厚みが前記バッファ層を形成
する。
【０４６５】
　前記多層構造Ｉを形成するため、ＧａＮ、またはＧａＮの格子定数に似た格子定数を備
える他の材料の層を、バッファ層の上に堆積させる。
【０４６６】
　そして多層構造Ｉは、除去すべき有用層の厚みに等しいかこれを上回る厚みを各々持つ
少なくとも２つの層を備える。
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【０４６７】
　ＥＬＯＧプロセスによりウェハを作る方法の詳細については、「ＭＲＳ会報（１９９８
年５月、２３巻、５号）」（“MRS Bulletin”May 1998，volume 23, No. 5）より抜粋の
論文、シュウジ・ナカムラによる記事、表題「１万時間を越える寿命を有するＩｎＧａＮ
／ＧａＮ／ＡｌＧａＮベースのレーザダイオード（“InGaN/GaN/AlGaN-Based Laser Diod
es with an Estimated Lifetime of Longer than 10000 hours”）」を参照されたい。
【０４６８】
　特に、この多層構造Ｉにおいては、実施例８ですでに述べたとおり、ＩｎＮ層等、選択
的化学エッチングを伴う停止層を製造時に一体化することができる。
【０４６９】
　よって、ＧａＮで作られた層を除去した後には、実施例８ですでに述べたとおり、分極
塩素を含有するエッチングガスを用いて、下位ＩｎＮ層に対して選択的にＧａＮをエッチ
ングすることにより、本発明によるリサイクルを実施できる。
【０４７０】
　対象層における炭素濃度が５０％を大きく下回るかこれに等しい、あるいはより具体的
に濃度が５％を下回るかこれに等しい炭素等、本書で提示した半導体層の中には他の構成
要素を追加できる。
【０４７１】
　最後に、本発明は、上の例で提示した材料で作製したドナーウェハ１０に限定されず、
ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、Ｖ、またはＶＩ原子族に属する別の種類の材料、そしてＩＶ－ＩＶ
、ＩＩＩ－Ｖ、ＩＩ－ＶＩ原子族に属する合金に属する別の種類の材料をもその範囲に含
む。
【０４７２】
　ただし、合金材料の場合は、二元、三元、四元またはより高度の合金を選んでもよい。
【０４７３】
　ドナーウェハ１０がバッファ層またはバッファ構造を備える場合、本発明は、異なる格
子定数を備える２つの隣接構造間で格子定数を適合させることを第１の働きとするバッフ
ァ層またはバッファ構造に制限されず、本書においてより概括的に定義した任意のバッフ
ァ層またはバッファ構造にも関係する。
【０４７４】
　さらに、有用層除去の結果として得られる最終的な構造はＳＧＯＩ、ＳＯＩ、Ｓｉ／Ｓ
ＧＯＩ構造に限定されず、ＨＥＭＴ及びＨＢＴトランジスタのための構造にも限定されず
、レーザで応用される構造にも限定されない。
【図面の簡単な説明】
【０４７５】
【図１】ドナーウェハから薄層を除去すること、そしてその後に続く除去後にドナーウェ
ハをリサイクルすることを含む、本発明によるプロセスに含まれる種々の段階を示す図。
【図２】本発明による除去前の第１のドナーウェハを示す図。
【図３】ドナーウェハから始めて薄層を除去すること、そして除去の後にドナーウェハを
リサイクルすることを連続して行う、本発明によるプロセスに含まれる種々の段階を示す
図。
【図４】本発明による第2のドナーウェハを示す図。
【符号の説明】
【０４７６】
１　基板
２　第１の層
３Ａ　第3の層
３Ｂ　第2の層
５　受け入れ基板
Ｉ　多層構造
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【図４】
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