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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ウェーハの製造方法であって、少なくとも、ボンドウェーハとなるシリコン単結
晶ウェーハの表面にＳｉＧｅ層をエピタキシャル成長させ、該ＳｉＧｅ層を通して水素イ
オンまたは希ガスイオンの少なくとも一種類を注入することにより前記ボンドウェーハ内
部にイオン注入層を形成し、前記ＳｉＧｅ層の表面とベースウェーハの表面とを絶縁膜を
介して密着させて貼り合わせ、その後前記イオン注入層で剥離を行い、前記剥離によりベ
ースウェーハ側に移設した剥離層のＳｉ層を除去することによりＳｉＧｅ層を露出させ、
その後、該露出したＳｉＧｅ層に対して、酸化性雰囲気下でＧｅを濃縮する熱処理及び／
又は非酸化性雰囲気下で格子歪みを緩和させる熱処理を行なうことを特徴とする半導体ウ
ェーハの製造方法。
【請求項２】
　半導体ウェーハの製造方法であって、少なくとも、ボンドウェーハとなるシリコン単結
晶ウェーハの表面に、Ｓｉ層を介する複数のＳｉＧｅ層をエピタキシャル成長させ、該複
数のＳｉＧｅ層を通して水素イオンまたは希ガスイオンの少なくとも一種類を注入するこ
とにより前記ボンドウェーハ内部にイオン注入層を形成し、前記複数のＳｉＧｅ層のうち
最上層のＳｉＧｅ層の表面とベースウェーハの表面とを絶縁膜を介して密着させて貼り合
わせ、その後前記イオン注入層で剥離を行い、前記剥離によりベースウェーハ側に移設し
た剥離層のＳｉ層及びＳｉＧｅ層を除去することにより前記最上層のＳｉＧｅ層を露出さ
せ、その後、該露出したＳｉＧｅ層に対して、酸化性雰囲気下で熱酸化してＧｅを濃縮す
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る熱処理及び／又は非酸化性雰囲気下で格子歪みを緩和させる熱処理を行なうことを特徴
とする半導体ウェーハの製造方法。
【請求項３】
　前記Ｇｅを濃縮する熱処理及び／又は格子歪みを緩和させる熱処理を行なった後、前記
露出したＳｉＧｅ層の表面にＳｉ単結晶層をエピタキシャル成長させることを特徴とする
請求項１又は請求項２に記載の半導体ウェーハの製造方法。
【請求項４】
　前記イオン注入層での剥離の後、非酸化性雰囲気下８００℃以下の温度で前記貼り合わ
せの強度を高める熱処理を行なうことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項
に記載の半導体ウェーハの製造方法。
【請求項５】
　前記Ｓｉ層及び／又はＳｉＧｅ層の除去を、研磨、エッチング、酸化性雰囲気下８００
℃以下の温度での熱酸化後の酸化膜除去のうち少なくとも一つにより行なうことを特徴と
する請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の半導体ウェーハの製造方法。
【請求項６】
　前記Ｇｅを濃縮する熱処理及び／又は格子歪みを緩和させる熱処理を行なう前に、前記
露出したＳｉＧｅ層の表面に酸化膜を形成することを特徴とする請求項１乃至請求項５の
いずれか一項に記載の半導体ウェーハの製造方法。
【請求項７】
　前記ＳｉＧｅ層のＧｅ組成を２０％以下とすることを特徴とする請求項１乃至請求項６
のいずれか一項に記載の半導体ウェーハの製造方法。
【請求項８】
　前記ＳｉＧｅ層の表面とベースウェーハの表面との密着に介する絶縁膜を前記ベースウ
ェーハの表面に形成させることを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載
の半導体ウェーハの製造方法。
【請求項９】
　前記ＳｉＧｅ層の表面とベースウェーハの表面との密着に介する絶縁膜を少なくとも前
記ＳｉＧｅ層の表面に５０ｎｍ以下の厚さで形成させることを特徴とする請求項１乃至請
求項８のいずれか一項に記載の半導体ウェーハの製造方法。
【請求項１０】
　前記ベースウェーハとしてシリコン単結晶ウェーハまたは絶縁性ウェーハを用いること
を特徴とする請求項１乃至請求項９のいずれか一項に記載の半導体ウェーハの製造方法。
【請求項１１】
　前記Ｇｅを濃縮する熱処理の温度を９００℃以上とすることを特徴とする請求項１乃至
請求項１０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、絶縁体上にＳｉＧｅ層が形成された半導体ウェーハの製造方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高速の半導体デバイスの需要に応えるため、Ｓｉ（シリコン）基板上にＳｉＧｅ
（シリコンゲルマニウム）層を介してエピタキシャル成長させたＳｉ層をチャネル領域に
用いた高速のＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆ
ｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：酸化物金属半導体電解効果トランジス
ター）などの半導体デバイスが提案されている。
【０００３】
　この場合、ＳｉＧｅ結晶はＳｉ結晶に比べて格子定数が大きいため、ＳｉＧｅ層上にエ
ピタキシャル成長させたＳｉ層には引っ張り歪みが生じている（以下、このように歪みが
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生じているＳｉ層を歪みＳｉ層と呼ぶ）。その歪み応力によりＳｉ結晶のエネルギーバン
ド構造が変化し、その結果エネルギーバンドの縮退が解けキャリア移動度の高いエネルギ
ーバンドが形成される。従って、この歪みＳｉ層をチャネル領域として用いたＭＯＳＦＥ
Ｔは通常の１．３～８倍程度という高速の動作特性を示す。
【０００４】
　このような歪みＳｉ層を形成する方法として、シリコン支持層上にＢＯＸ（Ｂｕｒｉｅ
ｄ　ＯＸｉｄｅ）層等の絶縁層を形成し、その上にシリコン活性層（ＳＯＩ層）を形成し
たＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）ウェーハを用いる方法がある。
この方法では、ＳＯＩウェーハ上にＳｉＧｅ層をエピタキシャル成長させ、その後酸化熱
処理によりＳｉＧｅ層の表面に酸化膜を形成することで所望のＧｅ濃度に濃縮（酸化濃縮
）し、その上にＳｉ層をエピタキシャル成長させて歪みＳｉ層とする（例えば非特許文献
１，２参照）。また、ＳＯＩウェーハ上にＳｉＧｅ結晶層を形成し、さらにＳｉ結晶層を
形成したウェーハに酸化濃縮を行なう方法も開示されている（特許文献１参照）。このよ
うに絶縁膜上にＳｉＧｅ層が形成されたウェーハを、ＳＧＯＩ（ＳｉＧｅ　Ｏｎ　Ｉｎｓ
ｕｌａｔｏｒ）ウェーハと記述する場合がある。
【０００５】
　一方、上記のようなエピタキシャル法を主体とする方法のほか、ボンドウェーハとなる
シリコン単結晶ウェーハ上にＳｉＧｅ層を形成し、その後酸化熱処理によりＳｉＧｅ層の
表面に酸化膜を形成して酸化濃縮を行ない、これとシリコン単結晶からなるベースウェー
ハとを酸化膜を介して貼り合わせることによって、ＳＯＩ構造を有する貼り合わせＳＯＩ
ウェーハを作製し、その後ボンドウェーハを薄膜化して歪みＳｉ層とする方法が開示され
ている（特許文献２参照）。この場合、ボンドウェーハの薄膜化は、イオン注入剥離法（
スマートカット（登録商標）法とも呼ばれる）などにより行われる。イオン注入剥離法と
は、ウェーハの表面から水素イオンまたは希ガスイオンを注入してイオン注入層を形成し
、その後の熱処理によりイオン注入層を劈開面（剥離面）としてウェーハを薄膜状に剥離
する方法である。
【０００６】
　しかし、これらの従来の方法で作製されたＳＧＯＩウェーハのＳｉＧｅ層は、酸化濃縮
を行なった後の表面にクロスハッチと呼ばれる筋状の凹凸が多数発生して表面粗れが起こ
り、また貫通転位等が発生し結晶性が悪化することがあった。
【０００７】
【非特許文献１】Ｎ．Ｓｕｇｉｙａｍａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ａｂｓｔｒ
ａｃｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　２００２　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃ
ｅ　ｏｎ　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｎ
ａｇｏｙａ，２００２，ｐｐ．１４６－１４７
【非特許文献２】Ｔ．Ｔｅｚｕｋａ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．，
Ｖｏｌ．７９，Ｎｏ．１２，ｐｐ．１７９８－１８００，１７　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　２
００１
【特許文献１】特開２０００－２４３９４６号公報
【特許文献２】特開２００２－１６４５２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、格子緩和が十分に行なわれ、表面の面粗れが抑制され、かつ結晶性のよいＳ
ｉＧｅ層を有する半導体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】
【０００９】
　上記目的達成のため、本発明は、半導体ウェーハの製造方法であって、少なくとも、ボ
ンドウェーハとなるシリコン単結晶ウェーハの表面にＳｉＧｅ層をエピタキシャル成長さ
せ、該ＳｉＧｅ層を通して水素イオンまたは希ガスイオンの少なくとも一種類を注入する
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ことにより前記ボンドウェーハ内部にイオン注入層を形成し、前記ＳｉＧｅ層の表面とベ
ースウェーハの表面とを絶縁膜を介して密着させて貼り合わせ、その後前記イオン注入層
で剥離を行い、前記剥離によりベースウェーハ側に移設した剥離層のＳｉ層を除去するこ
とによりＳｉＧｅ層を露出させ、その後、該露出したＳｉＧｅ層に対して、酸化性雰囲気
下でＧｅを濃縮する熱処理及び／又は非酸化性雰囲気下で格子歪みを緩和させる熱処理を
行なうことを特徴とする半導体ウェーハの製造方法を提供する（請求項１）。
【００１０】
　このように、ボンドウェーハの表面にＳｉＧｅ層をエピタキシャル成長させた後イオン
注入層をボンドウェーハ内部に形成し、ベースウェーハと貼り合わせ後に剥離すれば、こ
れによりベースウェーハ側に移設する剥離層はＳｉ層とＳｉＧｅ層からなるものとなる。
従って、ＳｉＧｅ層だけを移設する場合より剥離層の厚さを厚くできるので、剥離時の不
良が発生しにくくなり、その後高温で熱処理してもボイドやブリスターの発生が抑制され
る。そして、剥離層のＳｉ層を除去してからＳｉＧｅ層のＧｅを濃縮する熱処理及び／又
は格子歪みを緩和させる熱処理を行なえば、該熱処理時にはＳｉ層とＳｉＧｅ層との格子
定数の異なる結晶の界面が存在しないこととなる。これにより、熱処理時に格子緩和が起
こってもＳｉＧｅ層にミスフィット転位が導入されないので、貫通転位の発生を抑制でき
、またクロスハッチの発生による表面粗れを抑制できる。そして、ＳｉＧｅ層の表面とベ
ースウェーハの表面とをシリコン酸化膜などの絶縁膜を介して密着させて貼り合わせてい
るので、ＳｉＧｅ層とベースウェーハとの界面にすべりが発生しやすくなり、しかもこの
界面は結晶の界面ではないので、ＳｉＧｅ層はミスフィット転位等の発生が抑制されつつ
格子緩和が十分に行われたものとなる。
　なお、以下では、このように酸化性雰囲気下でＳｉＧｅ層のＧｅを濃縮する熱処理を酸
化濃縮熱処理、また非酸化性雰囲気下でＳｉＧｅ層を格子緩和させる熱処理を格子緩和熱
処理と言う場合がある。なお、非酸化性ガスとしてはアルゴン、窒素、水素、あるいはこ
れらの混合ガス等を用いることができる。
【００１１】
　また、本発明は、半導体ウェーハの製造方法であって、少なくとも、ボンドウェーハと
なるシリコン単結晶ウェーハの表面に、Ｓｉ層を介する複数のＳｉＧｅ層をエピタキシャ
ル成長させ、該複数のＳｉＧｅ層を通して水素イオンまたは希ガスイオンの少なくとも一
種類を注入することにより前記ボンドウェーハ内部にイオン注入層を形成し、前記複数の
ＳｉＧｅ層のうち最上層のＳｉＧｅ層の表面とベースウェーハの表面とを絶縁膜を介して
密着させて貼り合わせ、その後前記イオン注入層で剥離を行い、前記剥離によりベースウ
ェーハ側に移設した剥離層のＳｉ層及びＳｉＧｅ層を除去することにより前記最上層のＳ
ｉＧｅ層を露出させ、その後、該露出したＳｉＧｅ層に対して、酸化性雰囲気下で熱酸化
してＧｅを濃縮する熱処理及び／又は非酸化性雰囲気下で格子歪みを緩和させる熱処理を
行なうことを特徴とする半導体ウェーハの製造方法を提供する（請求項２）。
【００１２】
　このように、ボンドウェーハの表面にエピタキシャル成長させる層を、Ｓｉ層を介する
複数のＳｉＧｅ層とすれば、移設する剥離層は複数のＳｉ層とＳｉＧｅ層からなるものと
なり、剥離層の厚さをより厚くできるので、その後高温で熱処理してもボイドやブリスタ
ーの発生が抑制される。そして、剥離層のＳｉ層及びＳｉＧｅ層を除去して露出する最上
層のＳｉＧｅ層のＧｅを濃縮する熱処理及び／又は格子歪みを緩和させる熱処理を行なえ
ば、該熱処理時にはＳｉ層とＳｉＧｅ層との格子定数の異なる結晶の界面が存在せず、格
子緩和が起こってもＳｉＧｅ層にミスフィット転位が導入されないので、貫通転位の発生
を抑制でき、またクロスハッチの発生により表面粗れを抑制できる。また剥離層が複数の
Ｓｉ層及びＳｉＧｅ層からなるので、これを除去する際には複数の除去工程を組み合わせ
て行うことで、露出させるＳｉＧｅ層の表面をより滑らかにできる。そして、最上層のＳ
ｉＧｅ層の表面とベースウェーハの表面とをシリコン酸化膜などの絶縁膜を介して密着さ
せて貼り合わせているので、ＳｉＧｅ層とベースウェーハとの界面にすべりが発生しやす
くなり、しかもこの界面は結晶の界面ではないので、ＳｉＧｅ層はミスフィット転位等の
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発生が抑制されつつ格子緩和が十分に行われたものとなる。
【００１３】
　この場合、前記Ｇｅを濃縮する熱処理及び／又は格子歪みを緩和させる熱処理を行なっ
た後、前記露出したＳｉＧｅ層の表面にＳｉ単結晶層をエピタキシャル成長させることが
好ましい（請求項３）。
　上述のように、本発明によれば酸化濃縮熱処理及び／又は格子緩和熱処理を行なった後
であっても、露出したＳｉＧｅ層は貫通転位の発生が抑制され、また表面粗れも抑制され
たものなので、この露出したＳｉＧｅ層の表面にＳｉ単結晶層をエピタキシャル成長させ
れば、良質で十分な歪みを有する歪みＳｉ層を得ることができる。
【００１４】
　また、前記イオン注入層での剥離の後、非酸化性雰囲気下８００℃以下の温度で前記貼
り合わせの強度を高める熱処理を行なうことが好ましい（請求項４）。
　このように、非酸化性雰囲気下８００℃以下の温度で貼り合わせの強度を高める熱処理
を行なえば、ミスフィット転位が発生せずに貼り合わせ強度を高めることができるので、
貼り合わせ不良によるボイドやブリスターの発生を防止できる。
【００１５】
　また、前記Ｓｉ層及び／又はＳｉＧｅ層の除去を、研磨、エッチング、酸化性雰囲気下
８００℃以下の温度での熱酸化後の酸化膜除去のうち少なくとも一つにより行なうことが
できる（請求項５）。
　このように、剥離層のＳｉ層及び／又はＳｉＧｅ層の除去を、研磨、エッチング、酸化
性雰囲気下８００℃以下の温度での熱酸化後の酸化膜除去で行なえば、露出させるＳｉＧ
ｅ層の表面を、良質な歪みＳｉ層をエピタキシャル成長できるような滑らかなものとでき
る。そして、これらの異なる方法での除去工程を適宜組み合わせれば、露出させるＳｉＧ
ｅ層の表面をより滑らかなものとできる。
【００１６】
　また、前記Ｇｅを濃縮する熱処理及び／又は格子歪みを緩和させる熱処理を行なう前に
、前記露出したＳｉＧｅ層の表面に酸化膜を形成することが好ましい（請求項６）。
　このように、酸化濃縮熱処理及び／又は格子緩和熱処理を行なう前に、露出したＳｉＧ
ｅ層の表面に酸化膜を形成すれば、熱処理の際にＳｉＧｅ層のＧｅが外方拡散するのを防
止できる。
【００１７】
　また、前記ＳｉＧｅ層のＧｅ組成を２０％以下とすることが好ましい（請求項７）。
　このように、ＳｉＧｅ層のＧｅ組成を２０％以下とすれば、転位が十分に少ないＳｉＧ
ｅ層とすることができる。
【００１８】
　また、前記ＳｉＧｅ層の表面とベースウェーハの表面との密着に介する絶縁膜を前記ベ
ースウェーハの表面に形成させることが好ましい（請求項８）。
　このように、ベースウェーハの表面に形成された絶縁膜を介してベースウェーハとＳｉ
Ｇｅ層の表面とを密着させて貼り合わせれば、ＳｉＧｅ層とベースウェーハとの貼り合わ
せ面にすべりが十分に発生しやすくなり、しかもこの界面は結晶界面ではないので、その
後酸化濃縮熱処理及び／又は格子緩和熱処理がされたＳｉＧｅ層は、ミスフィット転位の
発生が抑制されつつ格子緩和が十分に行われたものとなる。
【００１９】
　また、前記ＳｉＧｅ層の表面とベースウェーハの表面との密着に介する絶縁膜を少なく
とも前記ＳｉＧｅ層の表面に５０ｎｍ以下の厚さで形成させることが好ましい（請求項９
）。
　このように、ＳｉＧｅ層の表面とベースウェーハの表面との密着に介する絶縁膜を少な
くともＳｉＧｅ層の表面に５０ｎｍ以下の厚さで形成させれば、貼り合わせ面に発生する
すべりは十分なものとなり、その後酸化濃縮熱処理及び／又は格子緩和熱処理がされたＳ
ｉＧｅ層は、ミスフィット転位の発生が抑制されつつ格子緩和が十分に行われたものとな
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る。
【００２０】
　また、前記ベースウェーハとしてシリコン単結晶ウェーハまたは絶縁性ウェーハを用い
ることができる（請求項１０）。
　このようにベースウェーハがシリコン単結晶ウェーハであれば、熱酸化や気相成長法等
により容易に絶縁膜を形成でき、その絶縁膜を介してＳｉＧｅ層の表面と密着することが
できる。また、用途に応じて、石英、炭化珪素、アルミナ、ダイヤモンド等の絶縁性のベ
ースウェーハを用いてもよい。
【００２１】
　また、前記Ｇｅを濃縮する熱処理の温度を９００℃以上とすることが好ましい（請求項
１１）。
　このように、ＳｉＧｅ層に行なう酸化濃縮熱処理の温度を９００℃以上とすれば、Ｇｅ
の拡散速度が十分に速くなり、酸化膜とＳｉＧｅ層との界面にＧｅが蓄積、析出するのを
防止することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に従い、ボンドウェーハの表面にＳｉＧｅ層をエピタキシャル成長させた後イオ
ン注入層をボンドウェーハ内部に形成し、ベースウェーハと貼り合わせ後に剥離すれば、
移設する剥離層の厚さを厚くできるので、剥離時の不良が発生しにくくなり、その後高温
で熱処理してもボイドやブリスターの発生が抑制される。そして、剥離層のＳｉ層を除去
してからＳｉＧｅ層のＧｅを濃縮する熱処理及び／又は格子歪みを緩和させる熱処理を行
なえば、熱処理時に格子緩和が起こってもＳｉＧｅ層にミスフィット転位が導入されない
ので、貫通転位の発生を抑制でき、またクロスハッチの発生による表面粗れを抑制できる
。そして、ＳｉＧｅ層の表面とベースウェーハの表面とをシリコン酸化膜などの絶縁膜を
介して密着させて貼り合わせているので、ＳｉＧｅ層とベースウェーハとの界面にすべり
が発生しやすくなり、しかもこの界面は結晶の界面ではないので、ＳｉＧｅ層はミスフィ
ット転位等の発生が抑制されつつ格子緩和が十分に行われたものとなる。
　従って、その表面に良質で十分な歪みを有する歪みＳｉ層をエピタキシャル成長させる
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明について詳述する。前述のように、従来の方法で作製されたＳＧＯＩウェ
ーハのＳｉＧｅ層は、酸化濃縮を行なった後の表面にクロスハッチが多数発生して表面粗
れが起こり、また貫通転位等が発生し結晶性が悪化することがあった。このようなＳｉＧ
ｅ層の上にＳｉ層をエピタキシャル成長させても、結晶性の低い歪みＳｉ層となっていた
。
【００２４】
　本発明者らは、このようにクロスハッチや貫通転位が発生するのは、従来のＳＧＯＩウ
ェーハでは格子定数の異なるＳｉＧｅ層とＳｉ層との結晶性界面が存在することにより、
酸化濃縮熱処理や格子緩和熱処理時にこの結晶性界面において格子緩和に伴うミスフィッ
ト転位が生じ、ＳｉＧｅ層に導入されることが原因であると考えた。このようにＳｉＧｅ
層にミスフィット転位が導入されて形成される貫通転位は、ＳｉＧｅ層上に形成した歪み
Ｓｉ層にデバイスを作製した際に電流のリークパスとなり、デバイスの動作の阻害要因と
なる。またミスフィット転位の導入によりＳｉＧｅ層の表面にクロスハッチが発生して表
面粗れが起こり、その上に形成する歪みＳｉ層の結晶性は低いものとなる。
【００２５】
　そして、このような問題を解決するためには、格子緩和が起こる酸化濃縮等の８００℃
より高い熱処理の際には結晶性界面が存在しないようにすればよいことを見出した。そし
て、ＳＧＯＩウェーハを製造する際に、シリコン単結晶のボンドウェーハの表面にＳｉＧ
ｅ層をエピタキシャル成長させ、ボンドウェーハ内部にイオン注入層を形成し、ＳｉＧｅ
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層の表面とベースウェーハの表面とを絶縁膜を介して密着させて貼り合わせ、その後イオ
ン注入層で剥離を行い、そして酸化濃縮熱処理又は格子緩和熱処理の前に剥離したＳｉ層
を除去すれば、該熱処理の際にはＳｉＧｅ層とＳｉ層との結晶性界面が存在しないことと
なる。従って、この状態で酸化濃縮熱処理等の高温の熱処理を行なっても、結晶界面に起
因するミスフィット転位が発生しなくなる。よって、表面粗さが抑制され、貫通転位密度
が低減し、理想的なＳｉＧｅ結晶が形成できる。
　本発明者らは、上記のことに想到し、本発明を完成させた。
【００２６】
　以下では、本発明の実施の形態について図を用いて説明するが、本発明はこれに限定さ
れるものではない。
　図１（ａ）～（ｉ）は、本発明の第一の実施形態に従った半導体ウェーハの製造工程の
一例を示す図である。
　まず、図１（ａ）のように、気相成長法により、ボンドウェーハとなるシリコン単結晶
ウェーハ１の表面にＳｉＧｅ層２を１０～５００ｎｍ程度の厚さでエピタキシャル成長さ
せる。この時、Ｓｉ単結晶との格子定数の差によりＳｉＧｅ層２には格子歪み（圧縮歪み
）が発生する。この場合、ＳｉＧｅ層２のＧｅ組成を一定とすることもできるが、Ｇｅ組
成が一定でない層、例えば、成長初期にＧｅ組成を０％とし、表面に向けて漸次増加させ
た傾斜組成層として形成することもできる。なお、Ｇｅ組成を２０％以下、好ましくは１
５％以下とすれば転位を十分に抑制できる。
【００２７】
　気相成長は、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：化学蒸
着）法やＭＢＥ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ：分子線エピタキシー
）法などにより行うことができる。ＣＶＤ法の場合は、例えば、原料ガスとしてＳｉＨ４

又はＳｉＨ２Ｃｌ２とＧｅＨ４との混合ガスを用いることができる。キャリアガスとして
はＨ２が用いられる。成長条件としては、例えば温度４００～１，０００℃、圧力１００
Ｔｏｒｒ（１．３３×１０４Ｐａ）以下とすればよい。
【００２８】
　次に、図１（ｂ）に示すように、前記ＳｉＧｅ層２を通して、水素イオンまたは希ガス
イオンの少なくとも一種類を所定のドーズ量で注入してシリコン単結晶ウェーハ１の内部
にイオン注入層３を形成する。この場合、イオン注入深さは注入エネルギーの大きさに依
存するので、所望の注入深さになるように注入エネルギーを設定すればよい。
【００２９】
　次に、図１（ｃ）に示すように、ＳｉＧｅ層２の表面とベースウェーハ４の表面とを絶
縁膜であるシリコン酸化膜５を介して室温にて密着させて貼り合わせる。ベースウェーハ
４として、シリコン単結晶ウェーハや、石英、炭化珪素、アルミナ、ダイヤモンド等の絶
縁性ウェーハを用いることができる。この際、室温での貼り合わせを行う前には、通常、
貼り合わせ面を十分に清浄化する必要がある。例えば、ＮＨ４ＯＨとＨ２Ｏ２の混合水溶
液（ＳＣ－１：Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｃｌｅａｎｉｎｇ１）による洗浄を行なう場合は、Ｓ
ｉに比べて洗浄時のエッチング作用により面荒れを起こしやすいＳｉＧｅ層表面の面荒れ
を最小限に抑えるように洗浄条件を選ぶことが好ましい。この場合、シリコン酸化膜５は
ＳｉＧｅ層２の表面とベースウェーハ４の表面のいずれか一方、あるいは両方に形成する
ことができるが、ベースウェーハ４の表面のみに形成した場合、ＳｉＧｅ層２とシリコン
酸化膜５との界面が貼り合わせ面となるため、その貼り合わせ面においてすべりが発生し
やすく、後工程でＳｉＧｅ層２を濃縮酸化熱処理及び／又は格子緩和熱処理する際に格子
緩和が行なわれやすく、ＳｉＧｅ層２中のミスフィット転位の発生を効果的に抑制するこ
とができる。また、シリコン酸化膜５をＳｉＧｅ層２の表面に形成する場合は、その厚さ
が５０ｎｍ以下であれば、貼り合わせ面に発生するすべりは十分なものとなり、その後熱
処理されたＳｉＧｅ層２は、ミスフィット転位の発生が抑制されつつ格子緩和が十分に行
われたものとなる。
【００３０】
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　次に、図１（ｄ）に示すように、例えば５００℃程度の熱処理（剥離熱処理）を加える
ことによりイオン注入層３を劈開面として剥離する。これにより、ＳｉＧｅ層２とシリコ
ン単結晶ウェーハ１の一部６が剥離層としてベースウェーハ側に移設される。本発明では
シリコン単結晶ウェーハ１の内部にイオン注入層３を形成するので、エピタキシャル成長
させたＳｉＧｅ層２は全部ベースウェーハ側に移設して利用することができる。また、Ｓ
ｉＧｅ層２と共にＳｉ層６も移設するので、ＳｉＧｅ層２だけを移設する場合より剥離層
の厚さを厚くできる。これにより剥離時の不良が発生しにくくなり、その後高温で熱処理
してもボイドやブリスターの発生が抑制される。
【００３１】
　なお、図１（ｃ）に示すＳｉＧｅ層２の表面とベースウェーハ４の表面とを密着させる
工程の前処理として、両ウェーハの密着に供される面をプラズマ処理することにより密着
強度を高めれば、密着後の剥離熱処理を行なうことなくイオン注入層３で機械的に剥離す
ることも可能である。
　また、図１（ｄ）に示すイオン注入層３での剥離工程の後、非酸化性雰囲気下８００℃
以下の温度で貼り合わせの強度を高める熱処理を行なえば、ミスフィット転位が発生せず
に貼り合わせ強度を高めることができるので、ＳｉＧｅ層に貫通転位や表面粗れが発生す
るのを抑制でき、また貼り合わせ不良によるボイドやブリスターの発生を防止できる。
【００３２】
　次に、図１（ｅ）に示すように、ベースウェーハ側に移設されたＳｉ層６を除去する。
　この除去を、研磨、エッチング、酸化性雰囲気下８００℃以下の温度での熱酸化後の酸
化膜除去のうち少なくとも一つにより行なえば、露出させるＳｉＧｅ層の表面を、良質な
歪みＳｉ層をエピタキシャル成長できるような滑らかなものとできるので好ましい。特に
研磨によれば、Ｓｉ層６の表面に残留する剥離時に発生した面粗れを改善しながらＳｉ層
６を除去できるので好ましい。この研磨は、例えば従来のＣＭＰを用いることができる。
また、エッチングの場合は、ＴＭＡＨ（水酸化テトラメチルアンモニウム）をエッチング
液として用いることができる。ＴＭＡＨ液によれば、Ｓｉ層が除去されＴＭＡＨ液がＳｉ
Ｇｅ層に達したときにはＴＭＡＨ液の選択性によりエッチングが停止する、すなわちエッ
チストップが起こる。このようなエッチストップ法により露出するＳｉＧｅ層の表面は滑
らかなものとなるので好ましい。また、８００℃以下の熱酸化とその後の酸化膜除去によ
れば、低温の熱処理であるのでミスフィット転位が発生せず好ましい。熱酸化は酸化性雰
囲気下、例えばウェット酸素１００％の雰囲気下で行なうことができる。また酸化膜除去
は例えば１５％のＨＦ水溶液にウェーハを浸漬することにより行なうことができる。そし
て、これらの異なる方法での除去工程を適宜組み合わせれば、露出するＳｉＧｅ層の表面
をより滑らかにできる。
【００３３】
　次に、露出したＳｉＧｅ層２に対して、酸化性雰囲気下でＧｅを濃縮する酸化濃縮熱処
理又は非酸化性雰囲気下で格子歪みを緩和させる格子緩和熱処理を行なう。
　酸化濃縮熱処理を行なう場合は、図１（ｆ）に示すように、ＳｉＧｅ層２の表面を例え
ばドライ酸素雰囲気下で熱酸化し熱酸化膜７を形成する。ＳｉＧｅ層２の一部が熱酸化さ
れると、Ｇｅは酸化膜中にはほとんど取り込まれないため、熱酸化された部分に存在した
Ｇｅは熱酸化されていない部分に移動するので、Ｇｅが濃縮された濃縮ＳｉＧｅ層８が形
成される。以上のようにＳｉＧｅ層２を酸化することにより濃縮ＳｉＧｅ層８の中のＧｅ
組成が高められるので濃縮ＳｉＧｅ層８の中にはより強い格子歪み（圧縮歪み）が発生す
るが、本発明では酸化濃縮熱処理の際にはＳｉ層６は除去されており、濃縮ＳｉＧｅ層８
は酸化膜５、７に挟まれているので、その非結晶性の界面において濃縮ＳｉＧｅ層８の歪
みを緩和させるようなすべりが発生し、濃縮ＳｉＧｅ層８の中のミスフィット転位の発生
を抑制しつつ格子緩和が達成される。従って、面粗さが抑制され、貫通転位密度が低減し
、理想的なＳｉＧｅ層が形成できる。なお、このような貫通転位は、貼り合わせウェーハ
をセコ（Ｓｅｃｃｏ）エッチングすることによりセコ欠陥として確認できる。
【００３４】
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　なお、このときの熱酸化温度が９００℃未満ではＧｅの拡散速度が遅いので、熱酸化膜
７と濃縮ＳｉＧｅ層８の界面にＧｅが蓄積し、析出が発生しやすくなるため、熱酸化温度
を９００℃以上、好ましくは１０００℃以上とすることが望ましい。また、酸化後に非酸
化性雰囲気での熱処理を追加することによりＧｅを拡散させ、深さ方向でＧｅ濃度が均一
となる様にすることもできる。また、酸化濃縮熱処理は、ＳｉＧｅ層２の表面のダメージ
層をわずかに研磨（タッチポリッシュ）した後に行なうことが好ましい。
【００３５】
　一方、格子緩和熱処理を行なう場合は、図１（ｇ）に示すように、まずＳｉＧｅ層２の
表面に酸化膜９を形成するのが好ましい。このようにすれば、格子緩和熱処理の際にＳｉ
Ｇｅ層２のＧｅが表面から外方拡散するのを防止できる。酸化膜９は、ＣＶＤ法で例えば
４００℃程度の温度で形成することができる。また、ウェット酸素１００％雰囲気下で８
００℃程度の温度での熱酸化により形成してもよい。
【００３６】
　次に、アルゴン等の非酸化性雰囲気下で例えば１２００℃程度の温度で格子緩和熱処理
を行なう。本発明では格子緩和熱処理の際にはＳｉ層６は除去されており、ＳｉＧｅ層２
は酸化膜５、９に挟まれているので、その非結晶性の界面においてＳｉＧｅ層２の歪みを
緩和するようなすべりが発生し、ＳｉＧｅ層２の中のミスフィット転位の発生を抑制しつ
つ格子緩和が達成される。従って、面粗さが抑制され、貫通転位密度が低減し、理想的な
ＳｉＧｅ層が形成できる。
　なお、酸化濃縮熱処理と格子緩和熱処理はいずれか一方を行なってもよいが、所望のＧ
ｅ組成と格子緩和を得るために両方行なってもよい。格子緩和の程度は、Ｘ線回折法を用
いて格子緩和率を算出することにより評価できる。
【００３７】
　次に、図１（ｈ）に示すように、酸化濃縮熱処理及び／又は格子緩和熱処理を行なった
ＳｉＧｅ層表面に形成された酸化膜７又は９を除去し、ＳｉＧｅ層２又は濃縮ＳｉＧｅ層
８を露出させる。酸化膜の除去は、例えばウェーハを１５％のＨＦ水溶液に浸漬すること
で行なうことができる。
【００３８】
　最後に、図１（ｉ）に示すように、露出したＳｉＧｅ層２又は濃縮ＳｉＧｅ層８の表面
に気相成長法によりＳｉ単結晶層１０をエピタキシャル成長させる。エピタキシャル成長
はＣＶＤ法やＭＢＥ法などにより行うことができる。ＣＶＤ法の場合は、例えば、原料ガ
スとしてＳｉＨ４又はＳｉＨ２Ｃｌ２を用いることができる。成長条件としては、温度４
００～１，０００℃、圧力１００Ｔｏｒｒ（１．３３×１０４Ｐａ）以下とすればよい。
　このように形成されたＳｉ単結晶層１０は、その下層であるＳｉＧｅ層２又は濃縮Ｓｉ
Ｇｅ層８との格子定数の差異により、引っ張り歪みを内在する歪みＳｉ層となる。貫通転
位密度が低く表面粗れが抑制されるとともに十分に格子緩和された良質のＳｉＧｅ層の上
に形成されているので、十分に歪みを有する良質な歪みＳｉ層となる。エピタキシャル成
長するシリコン単結晶層１０の厚さは、効果的な歪みとデバイス作製時の加工性及び品質
とを確保するため、１０～５０ｎｍ程度とするのが好ましい。
【００３９】
　図２（ａ）～（ｉ）は、本発明の第二の実施形態に従った半導体ウェーハの製造工程の
一例を示す図である。
　まず、図２（ａ）のように、気相成長法により、ボンドウェーハとなるシリコン単結晶
ウェーハ１’の表面にＳｉＧｅ層２’ａ、Ｓｉ層２’ｂ、ＳｉＧｅ層２’ｃを１０～５０
０ｎｍ程度の厚さで順次エピタキシャル成長させる。このようにエピタキシャル成長させ
るＳｉＧｅ層のＧｅ組成や厚さ、成長方法は、前述の図１（ａ）と同様なものとできる。
またＳｉ層２’ｂは、例えば厚さを５０ｎｍとできるが、厚さや成長方法等は特に限定さ
れない。
【００４０】
　次に、図２（ｂ）に示すように、ＳｉＧｅ層２’ａ、Ｓｉ層２’ｂ、ＳｉＧｅ層２’ｃ
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を通して、水素イオンまたは希ガスイオンの少なくとも一種類を所定のドーズ量で注入し
てシリコン単結晶ウェーハ１’の内部にイオン注入層３’を形成する。前述のように、イ
オン注入深さは注入エネルギーの大きさに依存するので、所望の注入深さになるように注
入エネルギーを設定すればよい。
【００４１】
　次に、図２（ｃ）に示すように、最上層であるＳｉＧｅ層２’ｃの表面とベースウェー
ハ４’の表面とを絶縁膜であるシリコン酸化膜５’を介して室温にて密着させて貼り合わ
せる。前述のように、ＳＣ－１による洗浄を行なう場合は、ＳｉＧｅ層表面の面荒れを最
小限に抑えるように洗浄条件を選ぶことが好ましい。この場合も、シリコン酸化膜５’は
ＳｉＧｅ層２’ｃの表面とベースウェーハ４’の表面のいずれか一方、あるいは両方に形
成することができるが、ベースウェーハ４’の表面のみに形成した場合、後工程の熱処理
において格子緩和が行なわれやすく、ＳｉＧｅ層２’ａ中のミスフィット転位の発生を効
果的に抑制することができる。また、シリコン酸化膜５’をＳｉＧｅ層２’ｃの表面に形
成する場合は、その厚さが５０ｎｍ以下であれば、その後熱処理されたＳｉＧｅ層２’ｃ
はミスフィット転位の発生が抑制されつつ格子緩和が十分に行われたものとなる。
【００４２】
　次に、図２（ｄ）に示すように、例えば５００℃程度の熱処理（剥離熱処理）を加える
ことによりイオン注入層３’を劈開面として剥離する。これにより、ＳｉＧｅ層２’ａ、
Ｓｉ層２’ｂ、ＳｉＧｅ層２’ｃとシリコン単結晶ウェーハ１’の一部６’が剥離層とし
てベースウェーハ側に移設される。本発明ではＳｉＧｅ層２’ａ、Ｓｉ層２’ｂ、ＳｉＧ
ｅ層２’ｃと共にＳｉ層６’も移設するので、前述の図１（ｄ）の場合よりもさらに剥離
層の厚さを厚くできる。これにより剥離時の不良がより発生しにくくなり、その後高温で
熱処理してもボイドやブリスターの発生が抑制される。
【００４３】
　なお、図２（ｃ）に示すＳｉＧｅ層２’ｃの表面とベースウェーハ４’の表面とを密着
させる工程の前処理として、両ウェーハの密着に供される面をプラズマ処理することによ
り密着強度を高め、密着後の剥離熱処理を行なうことなくイオン注入層３’で機械的に剥
離することも可能である。また、図２（ｄ）に示すイオン注入層３’での剥離工程の後、
非酸化性雰囲気下８００℃以下の温度で貼り合わせの強度を高める熱処理を行なえば、ミ
スフィット転位が発生せずに貼り合わせ強度を高めることができるので、ＳｉＧｅ層に貫
通転位や表面粗れが発生するのを抑制でき、また貼り合わせ不良によるボイドやブリスタ
ーの発生を防止できる。
【００４４】
　次に、図２（ｅ）に示すように、ベースウェーハ側に移設されたＳｉＧｅ層２’ａ、Ｓ
ｉ層２’ｂ、Ｓｉ層６’を除去し、ＳｉＧｅ層２’ｃを露出させる。
　この除去を、研磨、エッチング、酸化性雰囲気下８００℃以下の温度での熱酸化後の酸
化膜除去のうち少なくとも一つにより行なえば、露出させるＳｉＧｅ層の表面を、良質な
歪みＳｉ層をエピタキシャル成長できるような滑らかなものとできるので好ましい。特に
研磨によれば、Ｓｉ層６’の表面に残留する剥離時に発生した面粗れを改善し、Ｓｉ層６
’を除去できるので好ましい。この研磨は、例えば従来のＣＭＰを用いることができる。
また、エッチングの場合は、Ｓｉ層を除去する際にはＴＭＡＨをエッチング液として用い
ることができ、ＳｉＧｅ層を除去する際にはＨＦ、ＨＮＯ３、ＣＨ３ＣＯＯＨの混酸水溶
液を用いることができる。ＴＭＡＨ液によれば、Ｓｉ層が除去されＴＭＡＨ液がＳｉＧｅ
層に達したときにはＴＭＡＨ液の選択性によりエッチストップが起こるし、上記混酸によ
れば、ＳｉＧｅ層が除去され混酸がＳｉ層に達したときにエッチストップが起こる。この
ようにエッチストップを複数回繰り返すことにより露出するＳｉＧｅ層の表面はより滑ら
かなものとなるので好ましい。また、８００℃以下の熱酸化とその後の酸化膜除去によれ
ば、低温の熱処理であるのでミスフィット転位が発生せず好ましい。熱酸化は酸化性雰囲
気下、例えばウェット酸素１００％の雰囲気下で行なうことができる。また酸化膜除去は
例えば１５％のＨＦ水溶液にウェーハを浸漬することにより行なうことができる。そして
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、これらの異なる方法での除去工程を適宜組み合わせれば、露出するＳｉＧｅ層の表面を
より滑らかにできる。
【００４５】
　次に、図２（ｆ）又は（ｇ）に示すように、露出したＳｉＧｅ層２’ｃに対して、酸化
性雰囲気下でＧｅを濃縮する酸化濃縮熱処理又は非酸化性雰囲気下で格子歪みを緩和させ
る格子緩和熱処理を行なう。これらの熱処理は、図１（ｆ）又は（ｇ）と同様に行なうこ
とができる。
　次に、図２（ｈ）に示すように、酸化濃縮熱処理及び／又は格子緩和熱処理を行なった
ＳｉＧｅ層表面に形成された酸化膜７’又は９’を除去し、ＳｉＧｅ層２’ｃ又は濃縮Ｓ
ｉＧｅ層８’を露出させる。そして最後に、図２（ｉ）に示すように、露出したＳｉＧｅ
層２’ｃ又は濃縮ＳｉＧｅ層８’の表面に気相成長法によりＳｉ単結晶層１０’をエピタ
キシャル成長させる。これらの工程は図１（ｆ）～（ｉ）と同様に行なうことができる。
　このように形成されたＳｉ単結晶層１０’は、その下層であるＳｉＧｅ層２’ｃ又は濃
縮ＳｉＧｅ層８’との格子定数の差異により、引っ張り歪みを内在する歪みＳｉ層となる
。貫通転位密度が低く表面粗れが抑制されるとともに十分に格子緩和された良質なＳｉＧ
ｅ層の上に形成されているので、十分に歪みを有する良質な歪みＳｉ層となる。
【実施例】
【００４６】
　以下、本発明の実施例及び比較例により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。
（実施例１）
　直径２００ｍｍのシリコン単結晶ウェーハの表面にＣＶＤ法によりＳｉＧｅ層（Ｇｅ組
成１０％）を約１２０ｎｍだけエピタキシャル成長させ、このＳｉＧｅ層を通して水素イ
オン（Ｈ＋）を注入エネルギー２０ｋｅＶ、ドーズ量５×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ２の
条件でイオン注入し、シリコン単結晶ウェーハの内部にイオン注入層を形成した。水素イ
オン注入後、ＳｉＧｅ層表面をＳＣ－１洗浄液で洗浄し、この表面と、１００ｎｍの熱酸
化膜付きのシリコン単結晶ベースウェーハとを室温で密着させ、アルゴン雰囲気下で５０
０℃、３０分の剥離熱処理を行ってイオン注入層で剥離し、ＳｉＧｅ層とシリコン単結晶
ウェーハの一部（Ｓｉ層）をベースウェーハ側に移設させた。次にウェット酸素雰囲気下
８００℃の温度でＳｉ層を酸化し、ウェーハを１５％のＨＦ水溶液に浸漬して酸化膜を除
去することにより、移設したＳｉ層を除去した。こうして露出したＳｉＧｅ層に対して、
ドライ酸素１００％雰囲気下１２００℃の温度でＳｉＧｅ層の一部を熱酸化することによ
り、Ｇｅ組成２０％で厚さ約５０ｎｍの濃縮ＳｉＧｅ層を形成した。その後１５％ＨＦ水
溶液にウェーハを浸漬して熱酸化膜を除去し、濃縮ＳｉＧｅ層を露出させ、その表面にＣ
ＶＤ法によりシリコン層を１５ｎｍの厚さだけエピタキシャル成長させた。
　このようにして作製した半導体ウェーハを２０枚用意し、表面を目視してボイド及びブ
リスターの発生数をカウントしたところ、一ウェーハあたりのボイド及びブリスターの発
生数は約１個であった。また、表面をセコエッチングして結晶欠陥を観察したところ、セ
コ欠陥は少なく、ミスフィット転位の発生が抑制されており、クロスハッチもないことが
確認された。尚、シリコン層をエピタキシャル成長させる前の濃縮ＳｉＧｅ層の格子緩和
率はＸ線回折法により約７０％であり、理論値に近い十分な値が得られていることがわか
った。
【００４７】
（実施例２）
　直径２００ｍｍのシリコン単結晶ウェーハの表面にＣＶＤ法によりＳｉＧｅ層（Ｇｅ組
成２０％）約１００ｎｍ、Ｓｉ層約５０ｎｍ、ＳｉＧｅ層（Ｇｅ組成２０％）を約５０ｎ
ｍを順次エピタキシャル成長させ、これらのエピタキシャル層を通して水素イオン（Ｈ＋

）を注入エネルギー２０ｋｅＶ、ドーズ量５×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ２の条件でイオ
ン注入し、シリコン単結晶ウェーハの内部にイオン注入層を形成した。水素イオン注入後
、最上層のＳｉＧｅ層表面をＳＣ－１洗浄液で洗浄し、この表面と、１００ｎｍの熱酸化
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膜付きのシリコン単結晶ベースウェーハとを室温で密着させ、アルゴン雰囲気下で５００
℃、３０分の剥離熱処理を行ってイオン注入層で剥離し、２つのＳｉＧｅ層、その層間の
Ｓｉ層、そしてシリコン単結晶ウェーハの一部（Ｓｉ層）をベースウェーハ側に移設させ
た。次にウェーハをＴＭＡＨ液に浸漬してボンドウェーハの一部であったＳｉ層を除去し
、次にＨＦ、ＨＮＯ３、ＣＨ３ＣＯＯＨの混酸に浸漬して１００ｎｍのＳｉＧｅ層を除去
した。次にウェット酸素雰囲気下８００℃の温度で層間のＳｉ層を酸化し、ウェーハを１
５％のＨＦ水溶液に浸漬して酸化膜を除去することにより、層間のＳｉ層を除去した。こ
うして露出した厚さ５０ｎｍのＳｉＧｅ層の表面にＣＶＤ法により約２０ｎｍの酸化膜を
形成した。その後、アルゴン雰囲気下１２００℃の温度で露出したＳｉＧｅ層の格子緩和
熱処理を行なった。その後１５％ＨＦ水溶液にウェーハを浸漬して酸化膜を除去し、Ｓｉ
Ｇｅ層を露出させ、その表面にＣＶＤ法によりシリコン層を１５ｎｍの厚さだけエピタキ
シャル成長させた。
　このようにして作製した半導体ウェーハを２０枚用意し、表面を目視してボイド及びブ
リスターの発生数をカウントしたところ、一ウェーハあたりのボイド及びブリスターの発
生数は約１個であった。また、表面をセコエッチングして結晶欠陥を観察したところ、セ
コ欠陥は少なく、ミスフィット転位の発生が抑制されており、クロスハッチもないことが
確認された。尚、シリコン層をエピタキシャル成長させる前の濃縮ＳｉＧｅ層の格子緩和
率はＸ線回折法により約６５％であり、理論値に近い十分な値が得られていることがわか
った。
【００４８】
（比較例）
　実施例１と同様の方法で直径２００ｍｍのシリコン単結晶ウェーハの表面にＳｉＧｅ層
（Ｇｅ組成１０％）を約１２０ｎｍだけエピタキシャル成長させ、このＳｉＧｅ層に対し
て、ドライ酸素１００％雰囲気下１２００℃の温度でＳｉＧｅ層の一部を熱酸化すること
により、Ｇｅ組成２０％で厚さ約５０ｎｍの濃縮ＳｉＧｅ層を形成した。この段階で、濃
縮ＳｉＧｅ層にはすでにクロスハッチが見られた。次に熱酸化膜及び濃縮ＳｉＧｅ層を通
して水素イオン（Ｈ＋）を注入エネルギー２０ｋｅＶ、ドーズ量５×１０１６ａｔｏｍｓ
／ｃｍ２の条件でイオン注入し、シリコン単結晶ウェーハの内部にイオン注入層を形成し
た。水素イオン注入後、熱酸化膜表面をＳＣ－１洗浄液で洗浄し、この表面と、シリコン
単結晶ベースウェーハとを室温で密着させ、剥離熱処理を行ってイオン注入層で剥離し、
ＳｉＧｅ層とシリコン単結晶ウェーハの一部（Ｓｉ層）をベースウェーハ側に移設させた
。次に移設したＳｉ層をＴＭＡＨ液により除去し、濃縮ＳｉＧｅ層を露出させ、その表面
にＣＶＤ法によりシリコン層を１５ｎｍの厚さだけエピタキシャル成長させた。
　このように作製した貼り合わせウェーハの表面をセコエッチングして結晶欠陥を観察し
たところ、セコ欠陥は実施例１に比べてかなり多く、ミスフィット転位の発生が確認され
た。また、濃縮ＳｉＧｅ層の格子緩和率は約５０％であり、実施例１に比べて格子緩和率
が低いことがわかった。
【００４９】
　すなわち、本発明に従って作製した半導体ウェーハは、ボイド及びブリスターの発生数
が著しく少なく、またセコ欠陥も著しく少なく、本発明の効果が確認された。
【００５０】
　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。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第一の実施形態に従った半導体ウェーハの製造工程の一例を示す図であ
る。
【図２】本発明の第二の実施形態に従った半導体ウェーハの製造工程の一例を示す図であ
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【符号の説明】
【００５２】
　１、１’…シリコン単結晶ウェーハ、　２、２’ａ、２’ｃ…ＳｉＧｅ層、
　２’ｂ…Ｓｉ層、　３、３’…イオン注入層、
　４、４’…ベースウェーハ、　５、５’…シリコン酸化膜、　６、６’…Ｓｉ層、
　７、７’…熱酸化膜、　８、８’…濃縮ＳｉＧｅ層、
　９、９’…酸化膜、　１０、１０’…Ｓｉ単結晶層。
　

【図１】 【図２】
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