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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１のシリコン基板の一方の面上にダイヤモンド層を形成する工程と、前記ダイヤモンド
層上及び第２のシリコン基板上にシリコンを含有する層を形成する工程と、前記ダイヤモ
ンド層と第２のシリコン基板とをシリコンを含有する層を介して接合する工程と、前記第
１のシリコン基板を除去して前記ダイヤモンド層の表面を露出させる工程と、前記ダイヤ
モンド層上に半導体層を形成する工程と、を有することを特徴とする半導体装置用積層基
板の製造方法。
【請求項２】
前記ダイヤモンド層を局所的に形成することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置用
積層基板の製造方法。
【請求項３】
前記第２のシリコン基板の前記一方の面における前記ダイヤモンド層が設けられていない
領域上にも前記半導体層を形成することを特徴とする請求項２に記載の半導体装置用積層
基板の製造方法。
【請求項４】
前記ダイヤモンド層と前記第２のシリコン基板とを酸化シリコン層を介して接合すること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の半導体装置用積層基板の製造方法。
【請求項５】
前記酸化シリコン層を、前記ダイヤモンド層及び前記第２のシリコン基板の双方の接合面
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上に形成しておくことを特徴とする請求項４に記載の半導体装置用積層基板の製造方法。
【請求項６】
前記ダイヤモンド層と前記第２のシリコン基板とをアモルファスシリコン層を介して接合
することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の半導体装置用積層基板の製
造方法。
【請求項７】
前記アモルファスシリコン層を、前記ダイヤモンド層及び前記第２のシリコン基板の双方
の接合面上に形成しておくことを特徴とする請求項６に記載の半導体装置用積層基板の製
造方法。
【請求項８】
前記ダイヤモンド層及び前記第２のシリコン基板のうち、一方の接合面に酸化シリコン層
を形成すると共に他方の接合面にアモルファスシリコン層を形成しておき、前記酸化シリ
コン層及び前記アモルファスシリコン層を介して前記ダイヤモンド層と前記第２のシリコ
ン基板とを接合することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の半導体装置
用積層基板の製造方法。
【請求項９】
前記ダイヤモンド層と前記第２のシリコン基板とを熱圧着により接合することを特徴とす
る請求項４乃至８のいずれか１項に記載の半導体装置用積層基板の製造方法。
【請求項１０】
前記ダイヤモンド層は、ドーパンドがドープされた導電性ダイヤモンドにより形成されて
いることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の半導体装置用積層基板の製
造方法。
【請求項１１】
前記半導体層は、シリコン層であり、この半導体層に素子が形成されることを特徴とする
請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の半導体装置用積層基板の製造方法。
【請求項１２】
請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法で製造された積層基板を有することを特徴
とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコン層とダイヤモンド層とが積層された半導体装置用積層基板の製造方
法及びこの方法で製造された積層基板を使用した半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコン等のウエハ状基板上に気相合成されたダイヤモンドは、室温における熱伝導率
が銅の５倍程度であり、高密度化及び高速化の進展が著しい半導体装置において、究極的
な熱拡散材（ヒートスプレッダ）としてのその利用が見込まれている。
【０００３】
　半導体装置にダイヤモンドの優れた熱拡散性を活かすためには、シリコン、ＳｉＧｅ、
炭化珪素、窒化ガリウム等の窒化物半導体、ガリウムヒ素系半導体及び２－６族半導体等
の各種半導体材料からなる半導体層とダイヤモンド層とが密着し、その密着界面における
熱伝導率が高くなるような構成、即ち、ダイヤモンド層及び半導体層の積層構造とするこ
とが望ましい。
【０００４】
　しかしながら、半導体装置用のダイヤモンド／半導体積層基板を作製することは容易で
はない。これは、ダイヤモンドは、通常８００℃前後の高温下で気相合成されるため、半
導体層をシリコンにより形成した場合、ダイヤモンド層形成後の積層基板を室温まで戻す
際に、シリコンとダイヤモンドとの熱膨張率の差に起因するストレスにより、積層基板が
大きく反って変形してしまうためである。このような反り及び／又は変形がある基板は、
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半導体装置用基板には適さない。
【０００５】
　また、その他の理由として、ダイヤモンドは極めて硬い材料であるため、積層基板上に
複数の素子を形成した後、各素子を分離する際に切断しにくいことも挙げられる。更に、
気相合成されたダイヤモンド層の表面は、一般に凹凸が著しく、半導体装置用基板として
は不向きである。ダイヤモンド層表面は、研磨により平坦化することは技術的に可能であ
るが、このような表面加工には長時間を要するため、実用的ではない。
【０００６】
　そこで、従来、基板の反り変形を抑制するために、シリコン層上の特定の領域にのみ局
所的にダイヤモンド層を形成する方法、及び支持体上にシリコン層を局所的に形成し、各
シリコン層間にダイヤモンド層を形成する方法（特許文献１参照）等が提案されている。
図７（ａ）乃至（ｅ）は特許文献１に記載の積層基板の製造方法をその工程順に示す断面
図である。特許文献１に記載の積層基板の製造方法は、ＳＯＩ（Silicon On Insulator）
基板の製造方法を発展させた方法であり、先ず、図７（ａ）に示すように、シリコン基板
１１０の一方の面に高濃度のＢを拡散させることにより、エッチング停止層１１１を形成
する。
【０００７】
　次に、図７（ｂ）に示すように、このエッチング停止層１１１上に、シリコンをエピタ
キシャル成長させてシリコン層１１２を形成した後、その上にダイヤモンド層１１３を形
成する。更に必要に応じて、図７（ｃ）に示すように、ダイヤモンド層１１３上に、支持
層として多結晶シリコン層１１４を形成する。その後、図７（ｄ）に示すように、シリコ
ン基板１１０をウエットエッチングにより除去する。そして、図７（ｅ）に示すように、
イオンエッチング等によりエッチング停止層１１１を除去して、ダイヤモンド／シリコン
積層基板１００とする。
【０００８】
【特許文献１】特開平２－１１０９６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前述の従来の技術には以下に示す問題点がある。特許文献１に記載の積
層基板の製造方法では、ダイヤモンドのＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition：化学気相
成長）工程を８００℃程度の高温で実施するため、シリコン層１１２が重金属及びアルカ
リ金属等に汚染されるという問題点があり、半導体装置用基板には適合しない。
【００１０】
　このシリコン層の汚染の問題は、ＳＯＩ基板の製造方法で利用されている貼り合わせ技
術を適用することにより回避することができるが、この方法にも、貼り合わせ後にシリコ
ン基板を研磨又は溶解により除去するプロセスの制御が極めて難しく、シリコン層を均一
且つ薄層状に残存させることが困難であるという問題点がある。また、貼り合わせ技術を
利用したダイヤモンド／シリコン積層基板の製造方法には、ダイヤモンド層とシリコン層
との界面における熱伝導率が極端に小さいため、ダイヤモンドの優れた熱伝導性が活かし
きれないという問題点もある。
【００１１】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、反り及び変形が発生せず、熱拡
散性及び放熱性が優れた半導体装置用積層基板の製造方法及び半導体装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願第１発明に係る半導体装置用積層基板の製造方法は、第１のシリコン基板の一方の
面上にダイヤモンド層を形成し、前記ダイヤモンド層と、第２のシリコン基板とをシリコ
ンを含有する層を介して接合する工程と、前記第１のシリコン基板を除去して前記ダイヤ
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モンド層の表面を露出させる工程と、前記ダイヤモンド層上に半導体層を形成する工程と
、を有することを特徴とする。
【００１３】
　本発明においては、従来の貼り合わせ方法のように、半導体層とダイヤモンド層とを接
合した後、半導体層側の基板を除去するのではなく、第１のシリコン基板上に形成された
ダイヤモンド層と第２のシリコン基板とを接合した後、第１のシリコン基板を除去し、こ
れにより露出したダイヤモンド層の表面上に半導体層を形成しているため、ダイヤモンド
層と半導体層との界面の熱伝導率を向上させることができると共に、半導体層の厚さを容
易に調節することができる。また、ダイヤモンド層形成時の表面は、第２のシリコン基板
との接合面となるため、表面の凹凸は半導体層に影響せず、更に接合強度を向上する効果
がある。更に、ダイヤモンド層における第１のシリコン基板側の面は平坦であるため、表
面が平坦な半導体層を形成することができる。更にまた、第１のシリコン基板は接合後に
除去されるため、ダイヤモンド成膜時に重金属及びアルカリ金属等により汚染されても、
半導体層には影響しない。更にまた、その厚さも特に制限されないため、この第１のシリ
コン基板の厚さをダイヤモンド層に対して十分に厚くすることにより、ダイヤモンド層形
成時に反り及び変形が発生することを抑制できる。その結果、反り及び変形がなく、熱拡
散性及び放熱性が優れた半導体装置用積層基板が得られる。
【００１４】
　前記ダイヤモンド層を局所的に形成してもよい。これにより、半導体層に素子を形成し
た後、容易に分離することができる。また、その場合、前記第２のシリコン基板の前記一
方の面における前記ダイヤモンド層が設けられていない領域上にも前記半導体層を形成す
ることができる。これにより、高品質な半導体層を形成することができる。
【００１５】
　また、前記ダイヤモンド層と前記第２のシリコン基板とを酸化シリコン層又はアモルフ
ァスシリコン層を介して接合してもよい。その場合、前記酸化シリコン層又は前記アモル
ファスシリコン層を、前記ダイヤモンド層及び前記第２のシリコン基板の双方の接合面上
に形成しておくことができる。又は、前記ダイヤモンド層及び前記第２のシリコン基板の
うち、一方の接合面に酸化シリコン層を形成すると共に他方の接合面にアモルファスシリ
コン層を形成しておき、前記酸化シリコン層及び前記アモルファスシリコン層を介して前
記ダイヤモンド層と前記第２のシリコン基板とを接合してもよい。前記酸化シリコン層及
び／又は前記アモルファスシリコン層を介して接合する場合、前記ダイヤモンド層と前記
第２のシリコン基板とを熱圧着により接合することができる。これにより、ダイヤモンド
層と第２のシリコン基板とを容易に接合することができると共に、優れた接合強度が得ら
れる。
【００１６】
　更に、前記ダイヤモンド層を、ドーパンドがドープされた導電性ダイヤモンド層により
形成してもよい。これにより、ダイヤモンド層が電流通過経路及び配線部を兼ねることが
できる。
【００１７】
　更にまた、前記半導体層は、例えばシリコン層であり、この半導体層に素子が形成され
る。
【００１８】
　本願第２発明に係る半導体装置は、前述の方法で製造された積層基板を有することを特
徴とする。本発明においては、上述の方法で製造された反り及び変形がなく、熱拡散性及
び放熱性が優れた半導体装置用積層基板を使用しているため、半導体装置を高速化及び高
密度化することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ダイヤモンド層が形成されたシリコン基板と、他のシリコン基板とを
シリコン含有層を介して接合した後、ダイヤモンド層側のシリコン基板を除去し、これに
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より露出したダイヤモンド層の表面に半導体層を形成しているため、反り及び変形がなく
、熱拡散性及び放熱性が優れた半導体装置用積層基板及び半導体装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して具体的に説明する。先ず、
本発明の第１の実施形態に係る積層基板について説明する。図１は本実施形態の積層基板
を模式的に示す断面図である。本実施形態の積層基板１０は、シリコン基板１の表面に酸
化シリコン（ＳｉＯ２）層２が形成されており、このＳｉＯ２層２上に、ヒートスプレッ
ダとなるダイヤモンド層３と半導体層となるシリコン層４とがこの順に形成されている。
【００２１】
　次に、この積層基板１０の製造方法について説明する。図２（ａ）乃至（ｅ）及び図３
（ａ）乃至（ｃ）は本実施形態の積層基板の製造方法を示す断面図である。先ず、図２（
ａ）に示すように、直径が例えば１００ｍｍで、厚さが例えば１ｍｍのシリコン基板５を
用意し、図２（ｂ）に示すように、このシリコン基板５の一方の主面上に、マイクロ波Ｃ
ＶＤ法により、厚さが例えば１５μｍのダイヤモンド層３を形成する。その成膜条件とし
ては、例えば、基板温度を８００℃とし、原料ガスとして水素とメタンとの混合ガスを使
用する。その際、原料ガスにジボラン（Ｂ２Ｈ６）ガスを添加することにより、ダイヤモ
ンド層３に導電性を付与することができる。その後、図２（ｃ）に示すように、例えば４
００℃の温度条件下で、ダイヤモンド層３の表面をシラン（ＳｉＨ４）ガスと水素（Ｈ２

）ガスとの混合ガスに曝し、ダイヤモンド層３上にポリシリコンを気相成長させて、厚さ
が例えば２００ｎｍのポリシリコン膜６を形成する。
【００２２】
　次に、図２（ｄ）に示すように、直径が例えば１００ｍｍで、厚さが例えば０．５ｍｍ
のシリコン基板１を用意し、図２（ｅ）に示すように、熱酸化法により、シリコン基板１
の一方の面にＳｉＯ２膜７を形成する。その際の条件としては、熱処理温度が例えば９０
０乃至１１００℃であり、熱処理時間が例えば２時間である。なお、ＳｉＯ２膜７は、熱
酸化法以外にも、シリコン基板１の一方の面上にＢｏｒｏ－Ｐｈｏｓｐｈｏ－Ｓｉｌｉｃ
ｅｔｅ　Ｇｌａｓｓ（ＢＰＳＧ）を成長させ、これをリフローすることにより形成するこ
ともできる。その場合、先ず、プラズマＣＶＤ法により、テトラエトキシシラン（Tetrae
thoxysilane；ＴＥＯＳ：Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、酸素（Ｏ２）、トリメチルリン（Tri
methylphosphite；ＴＭＰ：（ＣＨ３）３Ｐ）及びトリメチルホウ素（Trimethylboron；
ＴＭＢ：（ＣＨ３）３Ｂ）の混合ガスを原料ガスとし、基板温度を４００℃に保持し、約
６０秒間ＢＰＳＧを成長させて、シリコン基板１上に厚さが例えば１μｍのＢＰＳＧ膜を
形成する。その後、ＢＰＳＧ膜を形成したシリコン基板１を、Ｎ２ガス雰囲気中で、例え
ば９００℃の温度条件下に３０分間保持してリフローさせる。これにより、ダイヤモンド
層３上に、表面が平坦なＳｉＯ２膜を形成することができる。
【００２３】
　次に、図３（ａ）に示すように、シリコン基板１とシリコン基板５とを接合する。具体
的には、ポリシリコン膜６とＳｉＯ２膜７とを対向させてシリコン基板１とシリコン基板
５と重ね合わせ、これらを圧接した状態で、８００乃至９００℃の温度条件下で２０分間
加熱し、シリコン基板１とシリコン基板５とを圧着する。また、圧着以外にも、例えば１
００℃の温度条件下で３００Ｖ程度のパルス電圧を印加することにより、シリコン基板１
とシリコン基板５とを接合することもできる。そして、図３（ｂ）に示すように、例えば
、アミン系水溶液にコロイダルシリカを混合した液を使用して研磨することにより、シリ
コン基板５を除去し、ダイヤモンド層３の表面を露出させる。ダイヤモンドとシリコンと
では、研磨速度及び耐薬品性が大きく異なるため、これにより、シリコン基板５のみを容
易に研磨除去することができる。なお、万全を期すには、シリコン基板１を例えば窒化珪
素（ＳｉＮ）等により被覆した後、フッ酸系溶液でシリコン基板５を溶解除去してもよい
。次に、図３（ｃ）に示すように、ＣＶＤ法により、ダイヤモンド層３上に半導体層とな
るシリコン層４を形成し、積層基板１０とする。
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【００２４】
　この積層基板１０は、シリコン層４に通常のプロセスで半導体回路を形成することによ
り、集積回路が組み込まれた半導体装置とすることができる。
【００２５】
　本実施形態の積層基板１０の製造方法においては、ポリシリコン膜６とＳｉＯ２膜７と
を圧接することにより、シリコン基板５とシリコン基板１とを接合した後、シリコン基板
５を除去し、これにより露出したダイヤモンド層３の表面上に直接シリコン層４を形成し
ているため、ダイヤモンド層３と半導体層４との界面の熱伝導率を向上させることができ
ると共に、成膜時間を変更することにより、シリコン層４の厚さを容易に調節することが
できる。
【００２６】
　また、成膜時のダイヤモンド層３の表面はシリコン基板１側となり、シリコン層４はシ
リコン基板５側の平坦な面に形成されるため、成膜時の表面に凹凸が形成されていてもシ
リコン層４の形状には影響せず、表面が平坦なシリコン層４を形成することができる。な
お、ダイヤモンド層４における成膜時の表面（シリコン基板１側の面）に形成されている
凹凸は、シリコン基板１と接合する際に有利に作用する。
【００２７】
　更に、シリコン基板５は接合後に除去されるため、ダイヤモンド層３の成膜時に重金属
及びアルカリ金属等により汚染されたとしても、シリコン層４には影響しない。また、ダ
イヤモンド層３自体は不純物に汚染されにくく、また、不純物を取り込んだとしても、そ
の取り込まれた不純物が溶出することはないため、高純度で高品質なシリコン層４を形成
することができる。更にまた、シリコン基板５の厚さは、特に制限はいため、シリコン基
板５としてダイヤモンド層３に対して十分に厚いものを使用することにより、ダイヤモン
ド層３の成膜時に反り及び変形が発生することを防止できる。その結果、反り及び変形が
なく、熱拡散性及び放熱性が優れ、更に半導体層であるシリコン層が高品質である半導体
装置用積層基板が得られる。
【００２８】
　次に、本発明の第２の実施形態に係る積層基板について説明する。図４は本実施形態の
積層基板の構造を模式的に示す断面図である。本実施形態の積層基板２０は、単結晶シリ
コンからなるシリコン基板１１の一方の主面上に、局所的にＳｉＯ２層１２が形成されて
おり、このＳｉＯ２層１２上に、アモルファスシリコン層１３及びダイヤモンド層１４が
この順に形成されており、更に、シリコン基板１１の一方の主面及びダイヤモンド層１４
を覆うように半導体層となるシリコン層１５が形成されている。
【００２９】
　次に、本実施形態の積層基板２０の製造方法について説明する。図５（ａ）乃至（ｆ）
及び図６（ａ）乃至（ｃ）は本実施形態の積層基板の製造方法を示す断面図である。先ず
、図５（ａ）に示すように、直径が例えば１５０ｍｍで、厚さが例えば２ｍｍのシリコン
基板１６を用意し、図５（ｂ）に示すように、このシリコン基板１６の一方の主面上に、
前述の第１の実施形態と同様に、マイクロ波ＣＶＤ法により、厚さが例えば２５μｍのダ
イヤモンド層１４を形成する。その成膜条件は、基板温度を例えば８００℃とし、原料ガ
スには水素とメタンとの混合ガスを使用する。このとき、原料ガスにジボラン（Ｂ２Ｈ６

）ガスを添加することにより、ダイヤモンド層１４に導電性を付与することができる。
【００３０】
　次に、図５（ｃ）に示すように、ダイヤモンド層１４の表面に、通常のフォトリソグラ
フィにより、厚さが２００ｎｍのアルミニウムマスク１７をパターニング形成し、このア
ルミニウムマスク１７をマスクとしてダイヤモンド層１４をイオンエッチングする。具体
的には、積層基板２０としたときに素子が形成される領域（素子形成予定領域）上にアル
ミニウムマスク１７を形成し、酸素含有ガス雰囲気下で反応性イオンエッチングすること
により、素子形成予定領域以外の部分のダイヤモンド層１４を除去して、シリコン基板１
６の主面を部分的に露出させる。なお、反応性イオンエッチング工程において、シリコン
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基板１６の主面の露出した部分には、極めて薄いＳｉＯ２層（図示せず）が形成される。
その後、例えば王水処理により、アルミニウムマスク１７を除去する。
【００３１】
　次に、図５（ｄ）に示すように、例えばＣＶＤ法又はスパッタ蒸着等により、シリコン
基板１６の主面上に、ダイヤモンド層１４を覆うように、アモルファスシリコン層１３を
形成する。
【００３２】
　一方、図５（ｅ）に示すように、直径が例えば１５０ｍｍで、厚さが例えば０．６ｍｍ
の単結晶シリコン基板１１を用意し、図５（ｆ）に示すように、この単結晶シリコン基板
１１の一方の面に、例えば約４００℃の温度条件下でＴＥＯＳガス及びＯ２ガスの混合ガ
スを導入することにより、単結晶シリコン基板１１の一方の面上にＳｉＯ２を気相成長さ
せて、厚さが例えば２００ｎｍのＳｉＯ２層１２を形成する。
【００３３】
　そして、図６（ａ）に示すように、前述の第１の実施形態と同様の方法で、単結晶シリ
コン基板１１のＳｉＯ２層１２と、シリコン基板１６のアモルファスシリコン層１３とを
圧着する。その後、図６（ｂ）に示すようにシリコン基板１６を除去すると共に、ダイヤ
モンド層１４が形成されていない部分のアモルファスシリコン層１３及びＳｉＯ２層１２
を除去する。本実施形態の積層基板２０の製造方法における除去工程は、前述の第１の実
施形態の積層基板１０の製造方法におけるシリコン基板５の除去工程のように容易ではな
い。具体的には、先ず、研磨によりシリコン基板１６を概ね除去し、ダイヤモンド層１４
の表面が部分的に露出した時点で研磨処理を停止する。次に、ＳｉＯ２層１２をストップ
層として、水酸化カリウム（ＫＯＨ）等のアルカリ溶液によりアモルファスシリコン層１
３をエッチング除去し、その後、フッ酸を含む溶液によりＳｉＯ２層１２をエッチング除
去する。これにより、シリコン基板１１上に、局所的にＳｉＯ２層１２、アモルファスシ
リコン層１２及びダイヤモンド層１３の積層膜が形成された積層基板２０が得られる。
【００３４】
　次に、図６（ｃ）に示すように、ＣＶＤ法により、基板温度を例えば６５０℃とし、Ｈ

２ガスと共にＳｉＨ２Ｃｌ２（ジクロロシラン）を流して、単結晶シリコン基板１１の一
方の面の露出部分に、単結晶シリコンをエピタキシャル成長させ、単結晶シリコン基板１
１の一方の面及びダイヤモンド層１４を覆うように半導体層となるシリコン層１５を形成
する。
【００３５】
　この積層基板２０は、シリコン層１５に通常のプロセスで半導体回路を形成することに
より、集積回路が組み込まれた半導体装置とすることができる。
【００３６】
　本実施形態の積層基板２０の製造方法においては、アモルファスシリコン層１３とＳｉ
Ｏ２層１２とを圧接することにより、シリコン基板１６とシリコン基板１１とを接合した
後、シリコン基板１６を除去し、これにより露出したダイヤモンド層１４の表面上にシリ
コン層１５を形成しているため、ダイヤモンド層１４とシリコン層１５との界面の熱伝導
率を向上させることができると共に、シリコン層１５の膜厚を容易に調節することができ
る。
【００３７】
　また、凹凸がある成膜時のダイヤモンド層１４の表面はシリコン基板１側となるため、
シリコン層１５の形状には影響せず、シリコン基板１と接合する際に有利に作用する。一
方、ダイヤモンド層１４のシリコン基板５側の面は平坦であり、シリコン層１５はこの平
坦な面に形成されるため、シリコン層１５の表面を平坦にすることができる。
【００３８】
　更に、シリコン基板１６は接合後に除去されるため、ダイヤモンド層１４の成膜時に重
金属及びアルカリ金属等により汚染されたとしても、シリコン層１５の成膜には影響せず
、またシリコン基板１６の厚さは特に制限がないため、その厚さをダイヤモンド層１４に
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り及び変形が発生することを防止できる。
【００３９】
　更にまた、ダイヤモンド層１４が形成されていない領域のアモルファスシリコン層１３
及びＳｉＯ２層１２を除去して、単結晶シリコン基板１１の表面を露出させ、この単結晶
シリコン基板１上にシリコンをエピタキシャル成長させているため、高品質なシリコン層
１５を形成することができる。更にまた、この方法により製造された積層基板２０はダイ
ヤモンド層１４が局所的に形成されているため、半導体装置としたときに、容易に素子を
分離することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は、高速及び／又は高密度の半導体装置用の基板として使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１の実施形態の積層基板の構造を模式的に示す断面図である。
【図２】（ａ）乃至（ｅ）は本発明の第１の実施形態の積層基板の製造方法を示す断面図
である。
【図３】（ａ）乃至（ｃ）は本発明の第１の実施形態の積層基板の製造方法をその工程順
に示す断面図であり、（ａ）は図２（ｃ）及び図２（ｅ）の次の工程を示す。
【図４】本発明の第２の実施形態の積層基板の構造を模式的に示す断面図である。
【図５】（ａ）乃至（ｆ）は本発明の第２の実施形態の積層基板の製造方法を示す断面図
である。
【図６】（ａ）乃至（ｃ）は本発明の第１の実施形態の積層基板の製造方法をその工程順
に示す断面図であり、（ａ）は図５（ｄ）及び図５（ｆ）の次の工程を示す。
【図７】（ａ）乃至（ｅ）は特許文献１に記載の積層基板の製造方法をその工程順に示す
断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１、５、１１、１６、１１０、；シリコン基板
　２、１２；ＳｉＯ２層
　３、１４、１１３；ダイヤモンド層
　４、１５、１１２；シリコン層
　６；ポリシリコン膜
　７；ＳｉＯ２膜
　１０、２０、１００；積層基板
　１３；アモルファスシリコン層
　１７；アルミニウムマスク
　１１４；多結晶シリコン層
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