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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材（１）と除去構造（Ｉ）とを順に備えてなるドナーウェハー（１０）を循環使用し
て、前記ドナーウェハー（１０）から半導体材料から選択された材料を含んでなる有用な
層を除去する段階の後、前記基材（１）を再使用する方法であって、
　前記除去構造（Ｉ）は、除去前は、除去すべき前記有用な層を備えてなり、かつ、二つ
の有用な層よりも厚い厚さを有してなるものであり、
　前記除去する段階は、前記除去構造（Ｉ）から前記有用な層を除去すること、及び、前
記有用な層を除去することの後に、前記ドナーウェハー（１０）を循環使用するために機
械的手段を使用して前記除去構造の残りの表面を除去することを含んでなり、
　前記除去する段階は、前記有用な層を再形成する補充工程を有しないものであり、
　前記基材（１）が、支持基材と前記除去構造（Ｉ）との間に位置する緩衝層を含んでな
り、
　前記緩衝層は、一定の化学組成および前記支持基材との格子不適合を有する結晶性材料
とであることにより、結晶学的欠陥を閉じ込めるものであり、
　停止層が前記除去構造（Ｉ）と前記緩衝層との間、又は、前記緩衝層中に配置されてお
り、
　前記除去する段階の後に残っている除去構造が、最早、除去すべき有用な層を含むのに
十分な厚さを失っている際に、前記停止層によって停止される、本来の除去構造（Ｉ）の
残っている物質を選択的に除去すること、或いは、前記停止層によって停止される、本来
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の除去構造（Ｉ）の残っている物質及び前記緩衝構造の一部を選択的に除去すること、及
び、
　二つの有用な層よりも厚い厚さを有してなる新しい除去構造（Ｉ）を再形成すること、
或いは、前記緩衝構造の一部及び二つの有用な層よりも厚い厚さを有してなる新しい除去
構造（Ｉ）を再形成することにより、前記基材（１）を再使用する、方法。
【請求項２】
　前記物質の除去の際に、前記機械的手段の使用が、研磨を含んでなる、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記物質の除去の際に、前記機械的手段の使用が、摩耗研磨を含んでなる、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記物質の除去の際に、前記機械的手段の使用が、化学的エッチングを伴うものである
、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記機械的手段の使用を包含する前記物質除去が、化学的および機械的プラナリゼーシ
ョン（ＣＭＰ）を含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記機械的手段の使用の前および／または後に表面仕上げ処理を行う、請求項１～５の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記表面仕上げ処理が、熱処理を含んでなる、請求項１～６のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項８】
　前記緩衝層が、Ｓｉ、ＳｉＧｅ、Ｇｅ、または窒化物材料であり、
　前記除去構造（Ｉ）が、下記の材料：弾性的に応力がかかったＳｉ、ＳｉＧｅまたはＧ
ｅまたは窒化物材料の少なくとも一種を含んでなる、請求項１～７のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項９】
　前記ドナーウェハー（１０）が、炭素をさらに包含する少なくとも一個の層を備えてな
り、該層中の炭素濃度が実質的に５０％以下である、請求項１～８のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記ドナーウェハー（１０）が、炭素をさらに包含する少なくとも一個の層を備えてな
り、該層中の炭素濃度が実質的に５％以下である、請求項１～９のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記有用な層を除去することが、
　前記除去構造（Ｉ）又は前記除去構造（Ｉ）の残りの部分（Ｉ’’）において、前記有
用な層の下に位置する脆化区域を形成し、
　除去すべき前記有用な層の側で、前記ドナーウェハー（１０）を受容基材（２）に結合
し、
　前記ドナーウェハー（１０）から前記有用な層を含んでなる構造を剥離するために、前
記脆化区域にエネルギーを供給することにより行われるものである、請求項１～１０のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記除去構造（Ｉ、Ｉ’’）と、前記受容基材（２）との間に挿入される、結合層を形
成することをさらに含んでなる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記脆化区域の形成が、原子状化学種の注入により行われる、請求項１１に記載の方法
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【請求項１４】
　前記注入される原子状化学種が水素および／またはヘリウムを含んでなる、請求項１３
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記脆化区域が、多孔質化により形成されてなる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　剥離する工程の後に、剥離を行う区域にある有用な層上での表面仕上げ工程を含んでな
る、請求項１１～１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　構造形成のために、請求項１１～１６のいずれか一項に記載の方法を使用する方法であ
って、
　前記構造が、前記受容基材（２）および前記有用な層とを備えてなり、
　前記有用な層が、下記の材料：ＳｉＧｅ、Ｓｉ、III－Ｖ族に属する合金の少なくとも
一種を含んでなり、
　該合金の組成が、（Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ）－（Ｎ、Ｐ、Ａｓ）の可能な組合せの中からそ
れぞれ選択されるものである、方法。
【請求項１８】
　絶縁体構造上の半導体の形成のために、請求項１１～１６のいずれか一項に記載の方法
を使用する方法であって、
　前記構造が、前記受容基材（２）および前記有用な層を備えてなり、
　前記有用な層が、絶縁体構造上の半導体の半導体層の少なくとも一部である、方法。
【請求項１９】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法において使用可能な、ドナーウェハー（１
０）であって、
　基材（１）と、二つの有用な層よりも厚い厚さを有してなる除去構造（Ｉ）とを順に備
えてなり、
　前記基材（１）が、支持基材と、及び緩衝層とを備えてなり、
　前記緩衝層は、前記支持基材と前記除去構造との間に位置してなり、
　前記緩衝層は、結晶性材料であり、一定の化学組成及び前記支持基材との格子不適合と
を有することにより、前記緩衝層が結晶学的欠陥を閉じ込めるものであり、
　停止層が前記除去構造と前記緩衝層との間、又は、前記緩衝層中に配置されている、ド
ナーウェハー（１０）。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、半導体材料の層を除去した後にドナーウェハーを循環使用（再利用）する方
法であって、循環使用が、除去を行った側でドナーウェハーの一部を包含する物質を除去
することを含んでなる方法、に関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　除去する前、そのようなドナーウェハーは、基材、および基材上にエピタキシャル堆積
させた、除去すべき層を含んでなる。
　除去後、除去された層は、大部分、特にマイクロエレクトロニクス、光学、またはオプ
トエレクトロニクスの分野で、部品が形成される構造と一体化される。
　従って、除去すべき層は、一つ以上の特別な基準により決定される高い品質レベルを達
成しなければならない。
【０００３】
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　除去すべき層の品質は、成長担体に、すなわち層をエピタキシャル堆積させる基材の品
質に大きく左右される。
　そのような高品質基材の形成は、複雑であることが多く、技術的な困難さおよび経済的
なコストの上昇が関与する特別な注意を必要とする。
　この後者の点は、除去すべき、複合半導体材料、例えば合金、からなる層を考えるとさ
らに確かであり、エピタキシー基材は、実施が困難で経費がかかることが多い構造を示す
必要もある。
　従って、緩衝層を含んでなる基材は、そのような実施の困難さを特に示す。
【０００４】
　「緩衝層」とは、一般的に第一の結晶性構造、例えば支持基材、と第二の結晶性構造と
の間の、第一機能として材料の特性、例えば構造的、化学量論的特性または表面原子再結
合、を調整する移行層と理解される。
　緩衝層の特殊な場合では、緩衝層は、格子パラメータが支持基材のそれと実質的に異な
っている第二の結晶性構造を得ることができる。
　緩衝層を形成する第一の技術では、厚さの中で組成が漸進的に変化する構造を形成し、
それによって緩衝層の成分のゆるやかな変化が格子パラメータのゆるやかな変化と直接関
連するように、連続する層を成長させる。
　緩衝層上に形成される層、または重なり合った層は、ドナーウェハーから取り外し、受
容基材上に移行させ、十分に限定された構造を形成することができる。
　緩衝層上に形成された薄い層を移行させる技術の主な用途の一つは、弾性的に応力のか
かったシリコンの層を形成することであり、特に、シリコンに張力で応力がかかっている
場合であるが、これは、その特性のどれか、例えば材料中の電子移動度、が明らかに改善
されるためである。
　他の材料、例えばＳｉＧｅ、も実質的に類似の除去を行うことができる。
【０００５】
　そのような層を受容基材上に、特に当業者には公知のSmart-Cut（商品名）と呼ばれる
方法により移行させることにより、ＳｅＯＩ（絶縁体上の半導体）構造のような構造を形
成することができる。
　例えば、ＳｉＧｅの弾性的に弛緩した層を除去した後、除去された層を含む、得られた
構造は、弛緩したＳｉＧｅ層により張力下に置かれるシリコンのための成長支持体として
使用できる。
　例として、そのような方法の一例が、L.J. Huang et al.のＩＢＭ文書（「SiGe-On-Ins
ulator prepared by wafer bonding and layer transfer for high-performance field-e
ffect transistors」、Applied Physics Letters, 26/02/2001, Vol. 78, No.9）に記載
されており、そこではＳｉ／ＳＧＯＩ構造を形成する方法が記載されている。
【０００６】
　緩衝層上成長の他の応用、特にIII－Ｖ族半導体による応用も可能である。
　このように、ＧａＡｓを基材とする、またはＩｎＰを基材とするトランジスターも一般
的に形成されている。
　電子的性能に関して、ＩｎＰはＧａＡｓに対してかなりの優位性を有する。
　主にコストおよび実行可能性の理由から、選択される技術は、ＧａＡｓ支持基材上の緩
衝層上に成長させることにより得たＩｎＰの除去層を受容基材上に移行させることである
。
　ある種の除去方法、例えば「エッチ－バック」型の方法、では、除去の際に、支持基材
の残りの部分および緩衝層が破壊される。
　他の除去方法の中には、支持基材は循環使用されるが、緩衝層は失われるものがある。
　緩衝層の形成技術は複雑である。
　その上、その結晶学的欠陥の密度を最少に抑えるために、緩衝層の厚さは一般的に非常
に大きく、典型的には１～数マイクロメートルである。
　従って、そのような緩衝層の製造は、実行が長く、困難で、経費のかかるものになる。
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【０００７】
　緩衝層の第二の製造技術は、特に文献第ＷＯ００／１５８８５号明細書に開示されてお
り、その主目的は、Ｇｅ緩衝層により応力がかかったＧｅ層を弾性的に弛緩させることで
ある。
　この技術は、特に温度、時間、および化学組成のパラメータに関連する、特殊なエピタ
キシー条件に基づいている。
　第一の技術に対して、この方法には、簡単で、短時間に実行でき、経費がかからないと
いう利点がある。
　その上、最終的に得られる緩衝層は、第一の技術により形成される緩衝層程厚くない。
【０００８】
　緩衝層を形成する第三の技術は、B. Hoellander et al.により、特に「Strain relaxat
ion of pseudomorphic Si１－ｘGeｘ/Si(100) heterostructures after hydrogen or hel
ium ion implantaion for virtual substrate fabrication」(in Nuclear and Instrumen
ts and Methods in Physics Research B 175-177 (2001) 357-367)に開示されている。
　この技術では、除去すべき層の中に存在する弾性応力を、水素またはヘリウムを深く注
入することにより、弛緩させる。
　従って、この観点から、この第三の技術は、前の２つの技術の一方（実施の需要が実質
的に少ない）により製造される緩衝層と近い結果を与えることができる。
　この方法は、具体的には圧縮で応力がかかったＳｉＧｅ層の弛緩を記載しており、この
層はＳｉ基材上に形成されている。
【０００９】
　使用する技術では、Ｓｉ基材中の応力のかかった層の表面を通して水素またはヘリウム
イオンを特定の深さに注入し、注入された区域より上にあるＳｉの厚さ（この厚さが緩衝
層を形成する）中に混乱を発生させ、熱処理の下で、ＳｉＧｅ層の特定の弛緩を引き起こ
す。
　この技術は、短時間で、容易に実行でき、緩衝層を形成する第一の技術よりも経費がか
からないと思われる。
　この技術を使用する利点は、この弛緩した、または疑似弛緩した層を、後で、特にエレ
クトロニクスまたはオプトエレクトロニクス用の部品を製造するための構造に一体化する
ことであろう。
　しかし、緩衝層を形成するための第一の技術と同様に、最後の２通りの技術の一方によ
り製造される緩衝層は、ドナーウェハーを除去後に循環使用する公知の技術の際に、除去
される。
　それを実行する際、実施の技術的な困難さが残っている。
【発明の概要】
【００１０】
発明の概要
　本発明は、第一の態様により、半導体材料から選択された材料を含んでなる有用な層を
除去した後、ドナーウェハー（該ドナーウェハーは、順に基材および除去構造を含んでな
り、該除去構造は、除去前は、除去すべき有用な層を含んでなる）を循環使用するための
、除去が行われる側にある物質を除去することを含んでなる方法であって、物質の除去が
、物質を除去した後、除去構造の少なくとも一部が残り、この除去構造の少なくとも一部
が、少なくとも一個の他の有用な層（該層は、有用な層を再形成する補充工程無しに、循
環使用の後に除去できる）を包含するように、機械的手段を使用することを含んでなるこ
とを特徴とする、方法を提案することにより、この状況を改善することを目的とする。
【００１１】
　第二の態様により、本発明は、ドナーウェハーから有用な層を、該有用な層を受容基材
に移行させることにより、除去する方法であって、
　（ａ）ドナーウェハーを、除去すべき有用な層の側で、受容基材に結合させること、
　（ｂ）ドナーウェハーの除去構造(I)中に含まれる有用な層を剥離すること、
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　（ｃ）該循環使用をする方法により、ドナーウェハーを循環使用すること
を含んでなることを特徴とする、方法を提案する。
【００１２】
　第三の態様により、本発明は、ドナーウェハーから有用な層を周期的に除去する方法で
あって、有用な層を除去する工程の連続を含んでなり、これらの工程のそれぞれが、請求
項１７～２３のいずれか一項に記載を循環使用する方法に従うことを特徴とする方法を提
案する。
【００１３】
　第四の態様により、本発明は、先行する請求項のいずれか一項に記載の周期的に除去す
る方法、または請求項１７～２３のいずれか一項に記載の方法を、受容基材および有用な
層を含んでなり、有用な層が下記の材料、すなわちＳｉＧｅ、Ｓｉ、III－Ｖ族に属する
合金［該合金の組成は、（Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ）－（Ｎ、Ｐ、Ａｓ）の可能な組合せの中か
らそれぞれ選択される］の少なくとも一種、を含んでなる構造の形成に応用することを提
案する。
【００１４】
　第五の態様により、本発明は、除去により有用な層を備えており、請求項１～１６のい
ずれか一項に記載の方法により循環使用することができるドナーウェハーであって、順に
基材および除去構造の、有用な層を備えた残りの部分を含んでなることを特徴とし、除去
後、除去構造の残りの部分が、少なくとも一個の他の除去すべき有用な層を含むのに十分
に厚いことを特徴とするドナーウェハーを提案する。
【００１５】
　本発明の他の態様、目的および優位性は、以下に添付の図面を参照しながら、非限定的
な例として記載する、本発明の好ましい実施態様の説明を読むことにより、明らかである
。
発明の詳細な説明
【００１６】
　本発明の主目的は、除去構造を含んでなるウェハーを、少なくとも一個の有用な層（す
なわち、除去しているドナーウェハーの一部）を半導体構造中に一体化するために除去し
た後、循環使用することであり、循環使用は、有用な層を再形成する工程、例えばエピタ
キシーによる結晶成長工程、を行わずに、除去構造の残りの部分が、その後の、循環使用
後の除去で有用な層を再度与えることができるように、実施する。
　循環使用は、具体的には、除去構造の、有用な層が含まれている部分の劣化を引き起こ
さず、それを循環使用した後に、有用な層をなお除去できるような、好適な処理を含んで
なるべきである。
　特別な配置では、除去できる幾つかの有用な層があり、従って、幾つかの連続した除去
を行い、その間に本発明を循環使用する方法を有利に使用できる。
　図１ａおよび１ｂに関して、ドナーウェハー１０は、基材および除去構造Ｉから構成さ
れている。
　基材１の第一の配置では、基材１は、第一格子パラメータを有する単結晶材料から構成
されている。
　基材１の第二の配置では、基材１は、支持基材および除去構造Ｉと界面を形成する緩衝
構造により構成される「疑似基材」である。
【００１７】
　緩衝層として挙動する構造はすべて「緩衝構造」と呼ぶ。
　緩衝構造は、表面に、実質的に弛緩した、および／またはかなりの数の構造欠陥を含ま
ない結晶学的構造を有するのが有利である。
　緩衝層は、下記の２つの機能、すなわち
－上側層における欠陥密度の低下、
－異なった格子パラメータを有する２つの結晶学的構造の間の格子パラメータを適合させ
ること
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の少なくとも一つを有するのが有利である。
【００１８】
　第二の機能を果たすために、緩衝層は、その面の一方の近くに、支持基材の格子パラメ
ータと実質的に等しい第一の格子パラメータを有し、他方の面の近くに、除去構造の、緩
衝構造のすぐ上にある層の格子パラメータと実質的に等しい第二の格子パラメータを有す
る。
　緩衝層の第一配置では、緩衝層は単一の緩衝層から構成されている。
　支持基材上に位置する緩衝層により、その表面に、支持基材の格子パラメータと実質的
に異なった格子パラメータを与えることができ、従って、同じドナーウェハー１０上に、
支持基材の格子パラメータと異なった格子パラメータを有する層を有することができる。
　ある種の用途では、緩衝層により、上にある層が、高密度の欠陥を含むこと、および／
またはかなりの応力を受けることを避けることができる。
　緩衝層により、ある種の用途では、上にある層が良好な表面状態を有することができる
。
【００１９】
　緩衝構造を形成する第一技術により、かなりの厚さにわたって格子パラメータを全体的
に漸進的に変化させ、２種類の格子パラメータ間で移行させるための、緩衝層を形成する
。
　そのような層は、一般的に変成層(metamorphic layer)と呼ばれる。
　格子パラメータの調整は、緩衝層の厚さ中で連続的な様式で行う。
　あるいは、格子パラメータの調整は、「段階的に」行うことができ、各段階は、その下
にある段階の格子パラメータとは異なった、実質的に一定の格子パラメータを有する薄い
層であり、格子パラメータを段階毎に分離した様式で変化させる。
　格子パラメータの調整は、より複雑な形態を有する、例えば組成が様々な率で変化する
、率の記号が逆転する、あるいは組成が不連続的にジャンプする、こともできる。
　緩衝層中における格子パラメータの進行は、支持基材から出発して、そこにある少なく
とも一種の、支持基材中には含まれない原子状元素の濃度を、実質的に漸進的に増加する
ことにより行うのが有利である。
　例えば、一元材料の支持基材上に形成される緩衝層は、二元、三元、四元、またはそれ
以上の材料からなることができる。緩衝層は、例えば公知の技術、例えばＣＶＤおよびＭ
ＢＥ（それぞれ「化学蒸着」および「分子線エピタキシー」の略号）を使用するエピタキ
シーにより、支持基材上に成長させて形成するのが有利である。
【００２０】
　一般的に、緩衝層は、他の公知の方法のいずれかにより形成し、例えば様々な原子状元
素の合金から構成された緩衝層を得ることができる。
　必要であれば、緩衝層の下にある支持基材を表面仕上げするための、例えばＣＭＰ研磨
による、軽い工程を、緩衝層を形成する前に行うことができる。
　別の配置では、第一技術により形成された緩衝層が、緩衝層（第一配置の緩衝層と実質
的に同等の）および追加の層により構成される緩衝構造を構成する。
　追加の層は、支持基材と緩衝層の間、または緩衝層の上に存在することができる。
【００２１】
　第一の特別な場合、この追加層は、第二の緩衝層、例えば欠陥を閉じ込め、それによっ
て緩衝構造上に形成される除去構造Ｉの結晶品質を向上させることができる緩衝層、を構
成することができる。
　この追加層は、好ましくは一定の材料組成を有する半導体材料から形成する。
　その場合、そのような形成すべき追加層の選択された組成および厚さは、この特性を得
るための特に重要な基準である。
　例えば、エピタキシャル層中の構造的欠陥は、通常、この層の厚さ中で徐々に減少する
。
【００２２】
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　第二の特別な場合、追加層は、緩衝層上に位置し、弛緩した材料の一定組成を有する。
　従って、追加層は第二格子パラメータを固定することができる。
　追加層は、幾つかの機能、例えばこれら最後の２つの特別な場合の中から選択された機
能、も有することができる。
　有利な配置では、追加層は緩衝層上に位置し、支持基材の格子パラメータとは実質的に
異なった格子パラメータを有する。
　この有利な配置の特別な場合、追加層は、緩衝層により弛緩した材料から形成される。
　追加層は、例えばＣＶＤまたはＭＢＥによるエピタキシーにより、緩衝層上に成長させ
ることにより形成するのが有利である。
【００２３】
　第一実施態様では、追加層の成長は、下にある緩衝層形成のすぐ後に続いてその場で行
われ、緩衝層も、この場合における層成長により形成されるのが有利である。
　第二の実施態様では、追加層の成長は、下にある緩衝層の、例えばＣＭＰ研磨、熱処理
、または他の平滑にする技術による軽い表面仕上げ工程の後に、行う。
【００２４】
　緩衝構造を形成する第二技術は、支持基材上に層を表面的に堆積させる技術に基づいて
おり、この表面層は、支持基材表面の隣接する材料の格子パラメータとは実質的に異なっ
た公称格子パラメータを有する。
　表面層の堆積は、堆積した層が実質的に塑性欠陥、例えば転位、を含まないように行う
。
【００２５】
　この表面層は、完成した時に、
－支持基材と接触している、塑性欠陥を閉じ込める第一部分、および
－第一部分により弛緩した、または疑似弛緩した、塑性欠陥をほとんど、または全く含ま
ない第二部分
を有するように形成する。
【００２６】
　これによって、堆積した表面層の第一部分は、
・塑性欠陥を閉じ込め、表面層の第二部分を保存し、
・表面層の格子パラメータを基材の格子パラメータに適合させる
ので、緩衝層の役目を果たす。
【００２７】
　「閉じ込める」とは、塑性欠陥の大部分が第一部分の中に見られることを意味する。表
面層の第二部分は、欠陥を全く含まない訳ではないが、その濃度はマイクロエレクトロニ
クス用途に許容される。
　そのような緩衝層の形成に使用される堆積技術は、堆積の温度および化学組成時間の変
化を含むのが有利である。
　従って、第一技術により形成される緩衝層と対照的に、厚さ全体にわたって実質的に一
定な化学組成を有する緩衝層を形成することができる。
　しかし、緩衝層と表面層の第二部分との間には、一つ以上の層を挿入することができる
。
【００２８】
　緩衝層はさらに、第一技術により形成される緩衝層の最小厚さよりも小さい厚さを有す
ることができる。
　文献国際特許第ＷＯ００／１５８８５号明細書は、この最後の技術によりそのような緩
衝層を形成する例を開示しており、ＳｉＧｅまたはＧｅを単結晶Ｓｉ支持基材上に堆積さ
せている。
【００２９】
　そのような堆積方法は、例えば、下記の工程、すなわち
・第一の予め決められた、安定化した温度４００℃～５００℃、好ましくは４３０℃～４
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６０℃、で、単結晶シリコン支持基材の温度を安定化させる工程、
・該第一の決定された温度で、支持基材上に、所望の最終的な厚さ未満の予め決められた
厚さを有するＧｅのベース層が得られるまで、Ｇｅを化学蒸着（ＣＶＤ）させる工程、
・Ｇｅ化学蒸着温度を、予め決められた第一温度から、７５０℃～８５０℃、好ましくは
８００℃～８５０℃の予め決められた第二温度まで、増加させる工程、および
・該予め決められた第二温度で、単結晶Ｇｅの表面層に所望の最終的な厚さが得られるま
で、Ｇｅ化学蒸着を行う工程
により、単結晶Ｇｅを単結晶Ｓｉ支持基材上に堆積させる様式により行うこともできる。
【００３０】
　緩衝層は、堆積した層の、支持基材と界面を接する部分であり、ある厚さにわたって伸
びており、そこでは結晶学的欠陥の率が限界値よりも高い。
　この緩衝層の厚さは、特に０．５～１ミクロンのオーダーにあり、これは第一技術によ
り形成される緩衝層の厚さよりも小さい。
　この層の他の部分は、除去構造Ｉの少なくとも一部である。
　そのような堆積方法は、別の方法、例えば文献国際特許第ＷＯ００／１５８８５号明細
書により開示されている方法によっても、同様に、行うことができる。
　このようにして、ドナーウェハー１０の基材１が形成されており、基材１は、該支持基
材および該緩衝層を含んでなる。
【００３１】
　緩衝層を形成する第三の技術は、基材１および基材１の上に堆積した層を含んでなる構
造に使用される。
　この層を構成するのに選択される材料は、基材１の表面の格子パラメータとは実質的に
異なった公称格子パラメータを有する材料であり、基材１による圧縮または張力で弾性応
力を受けなければならない。
　応力がかかった層は、応力がかかった材料の一般的な構造を有するが、弛緩した、また
は疑似弛緩した材料の一つ以上の厚さも含むことができ、それらの材料は、合計した厚さ
が応力がかかった層の厚さよりはるかに小さいので、応力がかかった層は、全体的に応力
がかかった状態を維持する。
　すべての場合で、応力がかかった層は、基材１上に結晶成長、例えば公知の技術を使用
するエピタキシー、例えばＣＶＤおよびＭＢＥ、により形成するのが有利である。
【００３２】
　結晶学的欠陥、例えば点欠陥または転位のような伸びた欠陥、が多すぎないそのような
応力がかかった層を得るには、基材１および応力がかかった層（基材１との界面の近くに
ある）が、それらの第一および第二公称格子パラメータ間に十分に低い差を示すように、
基材１および応力がかかった層を構成する結晶性材料を選択するのが有利である。
　例えば、格子パラメータの差は、典型的には約０．５％～約１．５％であるが、より大
きな値を有することもできる。
　例えば、III－Ｖ族材料で、Ｇｅは、公称格子パラメータがＳｉのそれよりも約４．２
％大きく、従って、Ｇｅ３０％を含むＳｉＧｅは、公称格子パラメータがＳｉのそれより
も約１．１５％大きい。
【００３３】
　他方、応力がかかった層は、実質的に一定の固有特性を有するように、および／または
将来、受容基材に対して結合（図１ｂに示すように）し易いように、実質的に一定の厚さ
を有するのが好ましい。
　応力がかかった層の弛緩または塑性型内部応力の出現を避けるために、該層の厚さは、
さらに、弾性応力の臨界厚さ未満にとどまるべきである。
　この弾性応力の臨界厚さは、原則的に、応力がかかった層を構成するように選択する主
要材料、および格子パラメータの基材１からの該差によって異なる。
　当業者には現状技術水準から、基材１に使用する材料の上に形成される応力がかかった
層に使用される弾性応力の臨界厚さが分かる。
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　形成された後、応力がかかった層は、その成長基材１の格子パラメータに実質的に近い
格子パラメータを有し、圧縮または張力下で内部弾性応力を有する。
【００３４】
　構造が形成された後、緩衝構造を構成形成する第三の技術は、基材１中に混乱区域を特
定の深さで形成する第一工程を含んでなる。
　混乱区域とは、周囲の部分に構造的な混乱を形成することができる内部応力を有する区
域として定義される。
　この混乱区域は、基材１の実質的にすべての表面上に、基材１の表面に対して平行に形
成するのが有利である。
　そのような脆化区域を形成する方法は、基材１中に原子状化学種を、該特定深さに、特
定の注入エネルギーおよび特定の原子状化学種線量で、注入することを含んでなる。
　注入の特別な実施態様では、注入される原子状化学種は水素および／またはヘリウムを
含んでなる。
　これによって、注入により形成されるそのような混乱区域は、その混乱区域に隣接する
結晶性網目中にある注入された原子状化学種によりもたらされる内部応力を、あるいは結
晶学的欠陥までも、含んでなる。
　次いで、これらの内部応力は、上にある区域中に結晶学的混乱を造り出すことができる
。
【００３５】
　この目的には、この第三の技術より、第二工程を行う際に、
・混乱区域の上にある区域における混乱の出現を促進し、
・この上にある区域におけるこれらの混乱の程度を増加し、
・混乱の出現に続いて、応力がかかった層の少なくとも弾性弛緩を引き起こす
ための好適なパラメータに調節したエネルギーを適切に供給することにより、緩衝区域を
形成する。
　従って、そのようなエネルギー供給の主目的は、弛緩した応力がかかった層を形成する
ために、応力がかかった層の弾性応力の少なくとも相対的な弛緩を引き起こすことである
。
【００３６】
　基材１中の、混乱区域と応力がかかった層の間に含まれる中間区域は、
・転位型の欠陥を閉じ込め、
・基材１の格子パラメータを応力がかかった層の公称格子パラメータに適合させる。
　従って、この中間区域は、ここでは緩衝層と考えることができる。
　これらの構造変性を引き起こすのに十分な該エネルギー供給を発生するために、熱処理
（そのパラメータが好適であれば）を行うのが有利である。
　該熱処理は、臨界温度（これを越えると、膨大な数の注入された原子状化学種が脱気さ
れる）より実質的に低い温度で行うのが有利である。
　これによって、混乱区域における内部応力から出発して、局所的な結晶学的混乱が造り
出される。
　特に、応力がかかった層の区域における弾性エネルギーを最少に抑えるために、これら
の混乱は、主として緩衝層に現れ、熱処理の影響下で振幅が増加する。
【００３７】
　これらの混乱が十分に大きくなると、これらの混乱は応力がかかった層に作用し、少な
くとも相対的にそこにある弾性応力を弛緩させ、これらの弛緩した応力は、主として、応
力がかかった層の材料のそれぞれの公称格子パラメータと基材１の格子パラメータとの間
の格子不適合応力である。
　しかし、応力がかかった層の弛緩は、該層の厚さにおける非弾性型結晶欠陥、例えば横
断転位、によっても達成することができる。
　その場合、好適な処理、例えば熱処理、を行い、これらの欠陥の数を減少させることが
できる。
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　例えば、転位の密度を、２つの限界値（これらの限界値は、転位密度の間隔を限定し、
その中で転位の少なくとも一部が消滅する）の間に入るまで増加することができる好適な
処理を使用できる。
【００３８】
　いずれの場合も、弛緩した、または疑似弛緩した層が最終的に得られ、この層は、その
公称格子パラメータが、成長基材１の公称格子パラメータとは実質的に異なっており、弛
緩した応力がかかった層中にマイクロエレクトロニクス部品を形成するのに有害な転位の
量が少ない。
　この弛緩した、または疑似弛緩した層は、除去構造Ｉの少なくとも一部を構成すること
ができる。
　より詳しくは、B. Hoellander et al.の、「Strain relaxation of pseudomorphic Si

１－ｘGeｘ/Si(100) heterostructures after hydrogen or helium ion implantaion for
 virtual substrate fabrication」(in Nuclear and Instruments and Methods in Physi
cs Research B 175-177 (2001) 357-367)と題する文献を参照するとよい。
　こうして、緩衝構造を形成するためのこの第三の技術により形成された緩衝層は、上記
の緩衝層を形成するこの第三の技術と同様に基材１を構成する。
【００３９】
　緩衝層から構成形成する第四の技術は、形成すべき緩衝構造の、表面がレリーフになっ
ている支持基材、および支持基材上への、緩衝構造を構成する元素の堆積に基づいている
。
　支持基材表面が平らではない場合、緩衝構造を構成する元素の堆積は、形成される緩衝
構造に特殊な特性を与える選択的な成長効果および局所的な融着による異方性様式で行わ
れる。
　緩衝構造を形成するこの第四の様式は、得られる緩衝構造の特性が、結晶学的欠陥を閉
じ込める特性に対応し、緩衝構造上に形成される形成される除去構造が高品質の固有構造
を有するように、特殊な技術およびパラメータを実行する。
　支持基材の輪郭を選択することは、そのような結果を得るための不可欠なデータの一つ
である。
【００４０】
　特に、輪郭は、ウェハーの全表面に対する影響を均質化するために、支持基材の全表面
にわたって周期的に反復するパターンで選択するのが好ましい。
　例えば、支持基材は、特定の距離を置いて分離した帯を示すことができる。
　そのような帯状の輪郭には、特定の堆積条件下で、帯の近く、特に帯の角部で、エピタ
キシャル層の転位を濃縮することができる。
　その場合、層の、転位の主要部分が濃縮されている厚さが、緩衝層を構成する。
【００４１】
　支持基材の全表面にわたって周期的に間隔を置いて配置された帯状の、この特殊な支持
基材の表面輪郭に関して、帯は、基材上に形成され、従って、後で堆積させる材料に対し
てマスクを構成する絶縁材料により構成されるのが有利である。
　その上、固体基材とレリーフ構造との間に、緩衝層のための成長基材として作用する結
晶材料の中間層を挿入することができ、その場合、絶縁レリーフ構造は、その下にある成
長基材上の緩衝構造の成長続行をかき乱さないように十分に細かくする。
　この技術は、エピタキシャル側面過成長または(「ＥＬＯＧ」)とも呼ばれ、主としてＭ
ＯＣＶＤ（金属有機化学蒸着）エピタキシーによる窒化物被膜体積に応用される。
【００４２】
　基礎として、例えばthe Bulletin of the "Materials Research Community" of May 19
98, Volume 23, No. 5, の、Shuji Nakamuraによる「InGaN/GaN/AlGaN-Based Laser Diod
es with an Estimated Lifetime of Longer than 10,000 hours」と題する記事を使用で
きるであろうが、そこではＳｉＯ２の帯形成した構造上でのＧａＮの成長を特に記載して
いる。
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　このＥＬＯＧによる緩衝構造形成の第四の技術により形成されるＧａＮ構造は、本明細
書で例９に記載する。
【００４３】
　基材１（緩衝構造を含むか、または含まない）の構造配置が何であれ、該構造は結晶性
材料により構成され、除去構造Ｉとの界面の区域で、結晶学的欠陥をほとんど、または全
く示さない。
　除去構造Ｉを構成する様々な層の少なくとも一部は、基材１上での、例えばＣＶＤまた
はＭＢＥによるエピタキシーによる成長により形成するのが有利である。
【００４４】
　第一実施態様では、これらの層の少なくとも一部の成長は、それぞれこれらの層の下に
ある層の形成と連続して直接、その場で行われ、これらの層も、この場合、層成長により
形成されるのが有利である。
　第二の実施態様では、これらの層の少なくとも一部の成長は、それぞれこれらの層の下
にある層の、例えばＣＭＰ研磨、熱処理、または他の平滑化処理による軽い表面仕上げ工
程の後に行う。
【００４５】
　結晶性材料を含んでなる除去構造Ｉが最後に得られる。
　除去構造Ｉは、循環使用の前は、少なくとも２個の有用な層と等しいか、またはそれよ
り大きい厚さを有する。
　しかし、除去構造Ｉは、有用な層を除去する際の大部分の時間で形成された欠陥を無く
すために循環使用の際に行われる処理中に除去される材料の厚さを含まないようにするた
めに、２個の有用な層よりも大きな厚さを有するのが非常に有利である。
　実際、ドナーウェハー１０の表面で、除去後の構造（図１ｃ参照）で直面するのと同様
に、粗さ、厚さの不均質、構造的欠陥および／または他の種類の欠陥を発見するのが通常
である。
【００４６】
　例えば、除去後に、残っているドナーウェハー１０の除去表面の区域で、突起および／
または粗い部分が現れることがある。
　これらの、除去構造Ｉの表面上に現れる表面レリーフ部分は、除去様式および使用する
除去技術によって異なる。
【００４７】
　例えば、現在工業界で使用されている種類の除去では、有用な層を、ドナーウェハー１
０の表面全体にわたってではなく、ドナーウェハーの一部（一般的に、実質的に中央部分
）からのみ除去し、ドナーウェハー１０の表面上の突起部分は残している。これらの突起
部分は、一般的に一体的であり、ドナーウェハー１０の表面上の周辺部に位置し、工業界
では突起部分をまとめて「除去クラウン」と呼んでいる。
　例えば、公知の除去技術、例えば以下に考察する技術、例えばすでに述べたSmart-Cut
（商品名）技術、は表面粗さを引き起こすことがある。
【００４８】
　従って、除去前の除去構造Ｉは、除去すべき少なくとも２個の有用な層の厚さ、および
循環使用の際に除去される最少材料に相当する余裕厚さに等しいか、またはそれより大き
な厚さを有するべきである。
　従って、余裕厚さは、Smart-Cut（商品名）型除去（以下に考察する）の後に循環使用
する場合、典型的にはミクロンのオーダーである。
　しかし、この余裕厚さは、効率的な循環使用技術、例えば選択的化学的エッチング、を
使用することにより、低減できよう。
【００４９】
　本発明による循環使用の際に行われる主要な処理は、除去構造Ｉの、循環使用の後に除
去できる、少なくとも一個の別の有用な層を包含する部分を保存するのに適した物質除去
処理である。
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　この／これらの材料除去は、ドナーウェハー１０に対して、すなわち除去構造Ｉの、除
去後に残る自由表面で行う。
　本発明の状況では、物質の除去はすべて、機械的手段を使用して材料を除去すること（
すなわち研磨またはラッピング）を包含する。
　この処理は、表面に対して行い、有用な層が除去されている除去構造Ｉの表面部分を除
去するのに使用され、特に、除去の際に現れた表面欠陥、例えば転位または点欠陥型の結
晶学的混乱、を含む表面厚さを除去することができる。
　この処理は、有利なことに、使用した除去技術が除去構造Ｉの厚さの、深い所に存在す
る欠陥を生じた特殊な場合に、深く実行することができる。
【００５０】
　現在使用されている研磨型の機械的手段により物質を除去する技術では、ドナーウェハ
ー１０を研磨ヘッドと、駆動軸を中心にして回転し得る研磨板との間に配置する。
　研磨ヘッドおよび研磨板のそれぞれの主要表面は、実質的に平行である。
　研磨ヘッドに加えられる力は、ドナーウェハー１０を板の上側面に押し付ける。
　次いで、板に対するドナーウェハー１０の回転運動が、ドナーウェハー１０の片面を摩
擦し、この面を研磨する。
　好ましい様式では、ドナーウェハー１０を取り付けた研磨ヘッドは、研磨を最も均質に
行うために、特定の経路に沿って研磨板の上側表面上に配置される。この運動は、例えば
特定の軸に沿った往復平行移動でも、あるいはらせん運動でもよい。
　研磨板は、構造化された、または織り上げた材料で被覆するのが有利である。
　ドナーウェハーに対する板の摩擦作用を潤滑できる研磨溶液を注入するのが有利である
。
【００５１】
　研磨に続いて、一般的に注入した脱イオン水で、研磨後のウェハー表面の洗浄を行うこ
とができる。
　研磨後のすすぎは、研磨と洗浄の間に、一般的に好適な界面活性剤を含む溶液を注入し
て行うことができる。界面活性剤の第一の機能は、スライスの表面を浸食し続けることが
ある残留粒子をすすぎ溶液中に最大限に分散させ、それによって粒子の表面上への堆積を
少なくし、排出し易くすることである。
　これらの溶液の一種以上を注入し、板を覆う布地を湿らせることにより、板は溶液をド
ナーウェハー１０の表面全体にわたって配分する。
　板の第一実施態様では、研磨、すすぎおよび洗浄板の該機能は、単一の板だけで行う。
　しかし、方法全体の生産性を向上させるためには、幾つかの板を有する装置が好ましい
。
【００５２】
　板の第二実施態様では、研磨機能は研磨板で行い、すすぎおよび洗浄の機能は、すすぎ
／洗浄板と呼ばれる単一の板で行う。研磨をすすぎ／洗浄から分離したこの実施態様は、
すすぎに、板に付着して残ることがある粒子残留物が全く「付いていない」板を使用する
ことにより、すすぎの品質を向上させる。
【００５３】
　板の第三の実施態様では、研磨板、すすぎ板、および洗浄板が個別の板である。この実
施態様は、第二の実施態様に対して、すすぎを洗浄から分離しており、従って、すすぎ板
に付着して残ることがある粒子残留物が全く付いていない板を洗浄に使用することにより
、スライス表面の最終的な清浄さを改良する。
【００５４】
　研磨に加えて、摩耗粒子、例えばシリカ、を導入して材料の攻撃を改良することができ
る。
　研磨に加えて、化学薬剤を導入し、研磨板により行われる機械的攻撃と、化学的攻撃を
併用することができる。
　ドナーウェハー１０から物質を除去する有利な実施態様では、やはりＣＭＰと呼ばれる
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メカノ－ケミカルプラナリゼーションを使用するが、その原理は、研磨板の研磨表面と、
摩耗粒子および化学攻撃剤を包含する研磨液を併用することである。
　その場合、研磨液は、機械的研磨に加えて、研磨すべきドナーウェハー１０の表面の、
攻撃剤による化学的エッチングおよび摩耗粒子による機械的エッチングを共同して行う。
　やはり、物質の除去に続いて、ドナーウェハー１０の研磨した表面のすすぎおよび／ま
たは洗浄を行う。
　すすぎは、場合により、残留する摩耗研磨粒子をより急速に除去するのみならず、化学
的研磨作用も行うことに注意する。
　事実、研磨の際に使用する化学攻撃剤が塩基性ｐＨを有する場合、研磨溶液に界面活性
剤（一般的に酸性）を加えることにより、研磨溶液の化学作用を急停止させることができ
る。
【００５５】
　ある種の半導体材料、例えばシリコン、には、機械的作用よりも、化学作用の方が優勢
である（そのような半導体材料の表面研磨の際に使用する摩耗粒子はサイズが小さい）。
　そのような酸性界面活性剤によるすすぎは、特にすぐ上の段落に記載する材料には、研
磨作用を大きく停止させ、そのスライスに対する影響を制御することができる。このよう
にして、研磨後の厚さは確保され、再生可能になる。
　このようにして、研磨停止の制御、従って、除去される厚さのより正確な制御を行うこ
とができる。
　さらに、すすぎ溶液は漸進的に注入するのが好ましく、注入が急速過ぎると、研磨溶液
のｐＨが急速に低下し、シリコンのような半導体材料の場合、凝集により摩耗粒子のサイ
ズが増加し、これらの凝集した大きな粒子のために摩耗損傷を引き起こす危険性がある。
【００５６】
　層のプラナリゼーションを使用する実施態様の例は、ここでは平面化すべき層が少なく
とも部分的にシリコンを包含する場合で記載する。
　シリコンの研磨に好適な溶液は、一般的にｐＨが７～１０、好ましくは８～１０である
塩基性溶液であり、その場合、薬剤は窒素系塩基、例えばアンモニア、である。
　摩耗粒子は、好ましくは粒子径が１０分の１ミクロンのオーダーのシリカ分子である。
　すすぎを行う場合、界面活性剤を、好ましくはｐＨ３～５、さらには約４で、ＣＭＣ（
臨界ミセル濃度）約０．１％以下で使用する。
　すすぎ工程の時間は、研磨時間の５０％のオーダーにあるのが有利である。
【００５７】
　これらの機械的またはメカノ－ケミカル手段は、本発明の状況下で、除去する材料の量
を制御し、除去構造Ｉの少なくとも一部を保存するのに特に有利である。
　しかし、ドナーウェハー１０から物質を除去するのに、材料を攻撃するためのどのよう
な機械的手段、例えばラッピングまたは原子状化学種による爆撃、でも使用できる。
　この物質除去は、必要であれば、除去すべき表面をさらに平滑にすることができる熱処
理を先行させることができる。
【００５８】
　図１ｃに関して、元の緩衝構造の、物質除去の後に残る部分を記号Ｉ’で示す。
　場合により、ドナーウェハー１０の、第一循環使用工程の際に物質除去を行った区域に
おける表面状態の仕上げを行い、物質除去の際に生じることがある粗さを除去するのが好
ましい。
　この目的には、例えば熱処理を行う。
【００５９】
　循環使用の後に薄い層を除去し、ドナーウェハー１０を循環使用することを含んでなる
全体的な除去方法の一例を図１ａ～１ｄに示す。
　図１ａに関して、前に述べたように、除去構造Ｉは、２個の有用な層と等しいか、また
はそれより大きい厚さを有する。
　薄い層を除去する方法は図１ｂおよび１ｃに示す。
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　本発明の好ましい第一の除去工程は、後で剥離させ、所望の層を除去するために、除去
構造Ｉ中に脆化区域を造り出す。
【００６０】
　そのような脆化区域を造り出すために実行できる幾つかの技術をここで記載する。
　当業者には公知のSmart-Cut（商品名）（その説明はウェハー縮小に関する多くの研究
に見られる）と呼ばれる第一の技術では、その第一工程で、脆化区域を造り出すための特
定のエネルギーを有する原子状化学種（例えば水素イオン）の注入を行う。
【００６１】
　第二の技術では、例えばヨーロッパ特許第ＥＰ－Ａ－０８４９７８８号明細書に記載さ
れているように、少なくとも一個の多孔質層を造り出すことにより、脆い界面を形成する
。
　図１ｂに関して、薄い層の除去に関する第二工程では、受容基材２をドナーウェハー１
０の表面に取り付ける。
　受容基材２は、第二層３（その一部はドナーウェハー１０から除去されることになる）
を支持し、それを外部から来る可能性がある機械的応力から保護するのに十分な剛性を有
する機械的支持体を構成する。
　この受容基材２は、例えばシリコン、石英、サファイア、ＳｉＣ、または他の種類の材
料でよい。
　受容基材２は、除去構造Ｉと緊密に接触して配置し、結合させ、その際、基材２と除去
構造Ｉとの間に分子結合させるのが有利である。
【００６２】
　この結合技術、ならびに代替技術、は、特にQ.Y. Tong, U. GoeseleおよびWileyによる
「Semiconductor Wafer Bonding」(Science and Technology, Interscience Technology)
と題する文献に記載されている。
　この結合には、必要であれば、結合させるべきそれぞれの表面の予備処理および／また
は熱エネルギーの供給および／または補助的な結合剤の使用を行う。
　例えば、結合の最中または直後に熱処理することにより、結合を堅くすることができる
。結合は、除去構造Ｉと受容基材２との間に挿入され、特に強力な分子結合を可能にする
結合層、例えばシリカ、により制御することもできる。
【００６３】
　受容基材２の結合面を構成する材料および／または形成される結合層の材料は、必要で
あれば、除去される層から出発するＳｅＯＩ構造を形成するために電気的に絶縁性である
のが有利であり、その場合、ＳｅＯＩ構造の半導体層が除去構造Ｉの除去される部分（す
なわち有用な層）である。
　受容基材２を結合した後、予め形成された脆化区域で剥離させることにより、ドナーウ
ェハー１０の部分を除去する。
【００６４】
　該第一技術（Smart-Cut（商品名））では、注入された区域（脆化区域を形成する）に
、第二工程で、熱的および／または機械的処理、または他のエネルギー供給、を行い、脆
化区域の部分で剥離させる。
　該第二技術の場合、脆い層を機械的処理または他のエネルギー供給にかけ、脆化区域の
部分で剥離させる。
　これら２通りの技術の一つにより脆化区域の部分で剥離させることにより、ウェハー１
０の主要部分を除去し、除去された除去構造Ｉの残りの部分（従って、ここでは有用な層
を代表する）、可能な結合層、および受容基材２を含んでなる構造を得ることができる。
　除去後の構造Ｉ’は、除去構造Ｉの、除去後に残る部分を構成し、ウェハー全体は、後
の層を除去する際に再使用するために、循環使用に送られるドナーウェハー１０’を形成
する。
　そのようなドナーウェハー１０’の循環使用の結果を図１ｄに示す。
【００６５】
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　循環使用では、すでに上に記載した方法の一つにより、除去後の構造Ｉ’の機械的また
はメカノ－ケミカル攻撃を行い、除去後の構造Ｉ’の一部を除去する。
　特に除去後の構造Ｉ’が様々な起源の幾つかの層を含んでなる場合、様々な機械的手段
により物質除去を行う幾つかの技術もここで実行することができ、例えばＣＭＰによる、
および単純な研磨による連続的な攻撃を行うことができる。
　材料の機械的攻撃の前および／または後に、表面処理、例えば化学的エッチング、熱処
理、または平滑化、を行うことができる。
【００６６】
　図１ｄに関して、循環使用後に得られた除去構造Ｉ”は、除去構造Ｉと実質的に同等で
あり、除去された層および循環使用の際に除去された材料の中間の厚さに近い厚さだけ縮
小されている。本発明により、この厚さは、除去できる有用な層を含んでなるのに十分で
ある。
　これで、ドナーウェハー１０”は、他の補充工程、例えば結晶成長工程、を行わずに、
後になって行う除去の際に、除去構造Ｉ”中で除去される有用な層を与えるのに好適であ
る。
　除去前のドナーウェハー１０の特別な配置では、該ウェハーは、除去できる複数の有用
な層を含んでなる。
【００６７】
　この特別な配置で、本発明の循環使用工程間で幾つかの有用な層を除去できる、本発明
の除去構造Ｉに関して、有利な状況下では、有用な層を本発明のドナーウェハー１０から
除去する周期的方法を使用し、
・除去工程、および
・本発明の循環使用工程
を順次、繰り返し行う。
【００６８】
　周期的に除去する方法を実施する前に、上記基材１の上に薄い層を形成する一つ以上の
技術により、本発明のドナーウェハー１０を形成する方法を行うことができる。
【００６９】
　本発明の数回除去する方法は、ドナーウェハー１０から出発し、基材１の上に形成され
た同じ構造Ｉで、補充層を形成する必要無く、および／または基材１の少なくとも一部を
回収するための処理を行う必要無く、除去方法全体を実施する時間を節約し、この方法を
容易に実行し、先行技術の様々な方法と比較して経済的なコストを大幅に下げることがで
きる。
【００７０】
　除去構造Ｉに特定回数の除去および循環使用を行った後、除去回数と除去構造Ｉの厚さ
との関係で、残っている除去構造Ｉは、最早、除去すべき有用な層を含むのに十分な厚さ
ではなくなる。
　その場合、ドナーウェハー１０は、ほとんど基材１だけで構成されている。
　第一の場合、ドナーウェハー１０を廃棄するが、特に基材１が緩衝構造を包含する場合
、製造が複雑で、長く、経費がかかることがある基材１の全体が失われる。
　第二の、より有利な場合、基材１の少なくとも一部を、循環使用をする方法を実施して
回収する。
【００７１】
　基材１が緩衝構造を包含する場合、３種類の基材１の循環使用を実施することができる
。
－緩衝構造の全体を除去するが、支持基材の、少なくとも緩衝構造が形成されている部分
を保存できる循環使用。この循環使用は、基材１の、一般的に形成するのが最も困難で、
最も経費がかかる部分が常に失われ、例えば循環使用前の基材と同等の基材１を再形成す
るのが望ましい場合、緩衝構造を再形成する補足工程を実施する必要がある。
－緩衝構造の一部を除去し、緩衝構造が形成されている支持基材、および緩衝構造の一部
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、例えば製造に経費がかかる緩衝層、を保存できる循環使用。循環使用の際、例えば、有
利なことに、緩衝構造中に用意周到に配置された停止層により停止される物質の選択的除
去を行うことができ、循環使用前の基材と同等の基材１を再形成するのが望ましい場合、
緩衝構造を再形成する補足工程を実施するのが有利である。
－本来の除去構造Ｉの残っている部分の、少なくとも一部を除去し、基材１の全体を保存
できる循環使用。循環使用の際に、除去構造Ｉの残っている部分を表面仕上げする工程（
例えばＣＭＰ、熱処理、犠牲酸化、爆撃、または他の平滑化技術により）を行う、および
／または例えば除去構造Ｉと基材１との間に用意周到に配置された停止層により停止され
る、物質の選択的除去を行うことができる。
【００７２】
　基材１を循環使用した後、新しい除去構造Ｉを再形成するが、その際、幾つかの有用な
層を本発明の方法により除去することができる。
　この新しい除去構造Ｉは、循環使用前の除去構造と実質的に同等でよい。
　この新しい除去構造Ｉは、形成の特定パラメータを僅かに変えることにより、循環使用
前の除去構造Ｉと僅かに異なった構造を有することができる。例えば、材料中の特定の化
合物の濃度を僅かに変化させる。
　いずれの場合も、除去構造は層成長、例えばＣＶＤまたはＭＢＥによるエピタキシー、
により形成するのが有利である。
【００７３】
　第一の場合、除去構造Ｉの中に含まれる層の少なくとも一つの成長は、下にある支持層
の形成と連続して直接、その場で行われ、これらの層も、この場合、層成長により形成さ
れるのが有利である。
　第二の場合、これらの層の少なくとも一つの成長は、下にある支持層の、例えばＣＭＰ
研磨、熱処理、または他の平滑化技術による軽い表面仕上げ工程の後に行う。
【００７４】
　本明細書の以下の部分で、我々は、幾つかの層を含む構造Ｉを含んでなる、本発明の方
法により使用できるドナーウェハー１０の配置の例を提供する。
　具体的には、我々は、そのようなドナーウェハー１０に有利に使用できる材料を提供す
る。
【００７５】
　詳細に説明する特定の例に関して、基材１は緩衝構造および支持基材を含んでなり、緩
衝構造は支持基材上に形成される。
【００７６】
　その場合、緩衝構造は、問題とする例で、その支持基材の区域で第一の格子パラメータ
、およびその、上にある除去構造Ｉとの界面の近くで第二の格子パラメータを有する。
　そのような緩衝構造は、そのような格子パラメータの適合を行える緩衝層を含んでなる
。
【００７７】
　この特性を有する緩衝層を得るのに最も頻繁に使用される、緩衝構造（上に記載したよ
うな）を形成する第一の方法は、
・支持基材の組成物中に見られる少なくとも一種の原子状元素、および
・支持基材の組成物中にはほとんど、または全く見られない、緩衝層の厚さで漸進的に濃
度増加する、少なくとも一種の原子状元素
を含んでなる、幾つかの原子状元素から構成された緩衝層を有することである。
　緩衝層中におけるこの元素の等級付けられた濃度は、緩衝層中の格子パラメータが変成
様式で漸進的に進行することの第一の要因である。
　従って、この配置では、緩衝層は主として合金である。
【００７８】
　緩衝基材用の支持基材および緩衝層の組成に選択される原子状元素は、IV属型の、例え
ばＳｉまたはＧｅでよい。
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　例えば、この場合、Ｓｉの支持基材およびＳｉＧｅの緩衝層が存在でき、Ｇｅ濃度が、
厚さと共に、支持基材との界面における０に近い値から、緩衝層の他方の面における特定
値の間で漸進的に増加する。
　ここで示す別の場合には、支持基材および／または緩衝層の組成物は、III－Ｖ族の原
子状元素の対、例えば可能な組合せ（Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ）－（Ｎ、Ｐ、Ａｓ）の中から選
択された対を含んでなることができる。
　例えば、この場合、ＡｓＧａの支持基材、およびＡｓおよび／またはＧａを、少なくと
も一種の他の元素と共に含んでなり、後者の元素が厚さと共に、支持基材との界面におけ
る０に近い値から、緩衝層の他方の面における特定値に漸進的に増加する緩衝層が存在し
得る。
【００７９】
　支持基材および／または緩衝層の組成物は、II－VI族の原子状元素の対、例えば可能な
組合せ（Ｚｎ、Ｃｄ）－（Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ）の中から選択された対、を含んでなることが
できる。
　以下に、そのような配置の幾つかの例を記載する。
　最初の３例は、特に、Ｓｉの基材１およびＳｉＧｅの緩衝層および他の、ＳｉおよびＳ
ｉＧｅの層を含んでなるドナーウェハー１０に関する。
　これらのウェハー１０は、ＳｉＧｅの除去層および／またはＳＧＯＩ、ＳＯＩ、または
Ｓｉ／ＳＧＯＩ構造を形成するための応力がかかったＳｉの場合に特に有用である。
　以下に、そのような配置の幾つかの例を記載する。
【００８０】
　例１　ドナーウェハー１０は、
－基材１（該基材１は、
・Ｓｉの支持基材、
・緩衝構造形成の該第一技術により形成された、緩衝層および追加層を含んでなる、Ｓｉ
Ｇｅの緩衝構造
から構成されている）、
－除去構造Ｉ（該除去構造Ｉは、ＳｉＧｅおよび場合により弾性応力がかかったＳｉの一
個以上の薄い層を含んでなる）
から構成されている。
　緩衝層は、好ましくはＧｅ濃度が支持基材との界面から漸進的に増加し、ＳｉＧｅの格
子パラメータを上記のように進行させる。
　厚さは、表面で良好な構造的弛緩を達成し、格子パラメータの差に関連する欠陥が閉じ
込められ、埋め込まれるように、典型的には１～３マイクロメートルである。
　追加層は、ＳｉＧｅの層であり、緩衝層により実質的に弛緩しており、Ｇｅ濃度が一様
で、それらの界面の近くで緩衝層のそれと実質的に同等であるのが有利である。
　弛緩したＳｉＧｅ層内部のシリコン中のゲルマニウム濃度は、典型的には１５％～３０
％である。
　この３０％の限界は、本技術の典型的な限界を代表しているが、これから数年の間に進
歩するであろう。
　追加層の厚さは、場合により大きく変化することができ、典型的には０．５～１ミクロ
ンである。
【００８１】
　例２　ドナーウェハー１０は、
－基材１（該基材１は、
・Ｓｉの支持基材、
・緩衝構造形成の該第一技術により形成された、ＳｉＧｅの緩衝層および追加のＧｅ層を
含んでなる、緩衝構造
から構成されている）、
－除去構造Ｉ（該除去構造Ｉは、除去前は、ＡｓＧａおよび／またはＡｌＧａＡｓを含ん
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でなる）
から構成されている。
　緩衝層は、好ましくはＧｅ濃度が支持基材との界面から漸進的に増加し、格子パラメー
タをＳｉ支持基材の格子パラメータとＧｅ追加層の格子パラメータとの間で進行させる。
　この目的には、緩衝層中のＧｅ濃度が、２種類の材料の格子と理論的に完全に一致する
ように、約０～約１００％、より正確には約９８％で進行する。
【００８２】
　例３　ドナーウェハー１０は、
－Ｓｉにより構成される基材１、
－除去構造Ｉ（該除去構造Ｉは、除去前は、Ｓｉおよび場合により弾性的に応力がかかっ
たＳｉＧｅの一個以上の薄い層を含んでなる）
から構成されている。
【００８３】
　例４　ドナーウェハー１０は、
－基材１から構成され、該基材１は、
・Ｓｉの支持基材、
・緩衝層［該緩衝層は、上記の、および国際特許第ＷＯ００／１５８８５号明細書に記載
されている、緩衝構造を形成する該第二の特殊技術、すなわち
　ＧｅまたはＳｉＧｅの第一層の堆積（上記の、および国際特許第ＷＯ００／１５８８５
号明細書に記載されている、緩衝構造を形成する該第二の特殊技術による）、
　場合により続いて、所望により使用する、上にある層の結晶学的品質を改良することが
できる、国際特許第ＷＯ００／１５８８５号明細書に記載されている第二層の堆積（該第
二層は、
　○緩衝層の第一層がＧｅである場合、ＳｉＧｅ（５０／５０）、
　○緩衝層の第一層がＳｉＧｅである場合、応力がかかったＳｉ、
である）
により形成される］、
　・除去構造Ｉ（該除去構造Ｉは、下記の材料、すなわちＧｅ、ＳｉＧｅ、Ｓｉの少なく
とも一種を含んでなる）
から構成されている。
【００８４】
　除去構造Ｉにおける除去は、除去構造Ｉの一連の層または単一層に行うことができる。
　この例による除去の後に得られる構造は、埋め込まれた区域でも、転位型の欠陥を含ま
ないことが分かる。
　得られるこの種の構造は、補充層（例えばＳｉＧｅ、Ｇｅ、またはＳｉの層上の、応力
がかかったシリコンの）をエピタキシャル成長させるのに使用できる。
【００８５】
　例５　ドナーウェハー１０は、
－基材１から構成され、該基材１は、
・Ｓｉの支持基材、
・Ｓｉの緩衝層（緩衝構造を形成する該第三の技術により形成される）、
・除去構造Ｉ（該除去構造Ｉは、下記の材料、すなわちＳｉＧｅ、Ｓｉの少なくとも一種
を含んでなる）
から構成されている。
　このドナーウェハー１０は、緩衝構造を形成する該第三の技術により緩衝層を形成した
後に得られるウェハーである。
　この緩衝層の第一の実施態様では、除去構造Ｉは、緩衝層の形成前に存在している。
　除去前の除去構造は、欠陥、例えば転位、の密度が約１０７ｃｍ－２未満である。
　Ｇｅ１５％を含むＳｉＧｅの除去前の除去構造の典型的な厚さ、およびＧｅ３０％を含
むＳｉＧｅの除去前の除去構造の典型的な厚さは、それぞれ約２５０ｎｍおよび約１００
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ｎｍであり、従って、弾性応力のそれぞれの最終的な臨界厚さよりも下にある。
【００８６】
　上記のことから、緩衝層は、２つの主要工程、すなわち
・原子状化学種、例えばＨまたはＨｅ、の注入による、Ｓｉの支持基材中における混乱区
域の形成、
・除去構造中で弾性応力の少なくとも相対的な弛緩を引き起こすための熱処理
により形成される。
【００８７】
　第一工程の際、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１２～２５
ｋｅＶである。
　ＨまたはＨｅの注入量は、典型的には１０１４～１０１７ｃｍ－２である。
　従って、例えば、Ｇｅ１５％を含む除去構造には、Ｈは、約２５ｋｅＶのエネルギーで
約３・１０１６ｃｍ－２の注入量で使用するのが好ましい。
　従って、例えば、Ｇｅ３０％を含む除去構造には、Ｈは、約１８ｋｅＶのエネルギーで
約２・１０１６ｃｍ－２の注入量で使用するのが好ましい。
　その場合、基材１における原子状化学種の注入深さは、典型的には約５０ｎｍ～１００
ｎｍである。
【００８８】
　第二工程の際に行われる熱処理は、混乱区域と除去構造との間に位置する区域における
混乱の数および振幅を著しく増加するのに適しているべきである。
　次いで、この混乱が生じる区域が該緩衝層を形成するのである。
　次いで、緩衝層における転位により、除去構造の全体的な弛緩が引き起こされる。
　熱処理は、好ましくは不活性雰囲気中で行う。
　しかし、熱処理は、別の雰囲気、例えば酸化性雰囲気、中で行うこともできる。
　従って、この種のドナーウェハー１０に対して行う特別な熱処理は、典型的には４００
℃～１，０００℃の温度で、３０ｓ～６０分間、特に約５分間～約１５分間行う。
【００８９】
　緩衝層の第二の実施態様では、緩衝構造Ｉが緩衝層の形成前には存在せず、その場合、
ドナーウェハーは、下記の形態、すなわち
－Ｓｉの基材１、
－ＳｉＧｅの層（少なくとも１５％のＧｅを含み、ＳｉＧｅが弾性的な応力を受けている
）
で現れるのが有利である。
　このＳｉＧｅ層を弛緩させる技術およびパラメータは、緩衝層の第一実施態様における
技術およびパラメータと実質的に同等である。
【００９０】
　緩衝層を形成した後、除去構造Ｉを構成する層は、弛緩した層全体または一連の層を含
んでなる。
　こうして、この例で提案した第一実施態様と対照的に、除去構造Ｉは緩衝層の後に形成
される。
【００９１】
　そのような実験的技術に関して、より詳しくは、B. Hoellander et al.の、特に「Stra
in relaxation of pseudomorphic Si１－ｘGeｘ/Si(100) heterostructures after hydro
gen or helium ion implantaion for virtual substrate fabrication」(in Nuclear and
 Instruments and Methods in Physics Research B 175-177 (2001) 357-367)と題する文
献を参照するとよい。
【００９２】
　ウェハー１０を受容基材５に結合させた後、上に記載した一種以上の公知の技術により
、中間結合層を含めて、または含まずに、除去を行い、次いでウェハーを本発明により循
環使用する。
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【００９３】
　例６　ドナーウェハー１０は、
－基材１［該基材１は、
・支持基材（該支持基材は、上にある緩衝構造との界面の区域にＡｓＧａの少なくとも一
つの部分を含んでなる）、
・緩衝構造を形成する該第一技術により形成されたIII－Ｖ族材料の緩衝構造
から構成されている］、
－除去前にIII－Ｖ族材料を含んでなる除去構造Ｉ
から構成される。
【００９４】
　この緩衝構造の主目的は、除去構造Ｉの、界面の近くにおける材料の格子パラメータ（
例えばＩｎＰの場合には公称値約５．８７オングストローム）を、ＡｓＧａの格子パラメ
ータ（公称値約５．６５オングストローム）に適合させることである。
【００９５】
　固体のIII－Ｖ族材料では、そのような緩衝構造の実際的な重要性は、例えば異なった
材料、例えば固体ＩｎＰおよび固体ＡｓＧａを比較する場合に現れ、固体ＡｓＧａは、固
体ＩｎＰよりも、すでに公知の背面接触技術の実施で、より大きなサイズ（固体ＩｎＰの
４インチの代わりに典型的には６インチ）で、例えばより安価であり、半導体市場でより
入手し易く、機械的脆さがより低い。
【００９６】
　しかし、ＩｎＰの電子的性能は、原則的に、ＡｓＧａのそれよりも優れている。
　従って、該ドナーウェハー１０は、例えば寸法６インチのＩｎＰ層の形成に対して、Ａ
ｓＧａ支持基材上に形成し、緩衝構造により弛緩させたＩｎＰを含んでなる除去構造Ｉを
提案することにより、解決策を与える。
　従って、そのようなドナーウェハー１０が提供できるすべての優位性がここに見られる
、すなわち、ドナーウェハー１０は、例えば該固体材料の実施態様で得られている特性に
近い特定の品質および特性を移行させるために、III－Ｖ族材料の活性層を形成すること
ができる。
【００９７】
　そのようなドナーウェハー１０に含まれる緩衝構造は、厚さが典型的には１ミクロンを
超え、特に本発明の循環使用をする方法により、それぞれの除去後に破壊しなくても済む
場合、より厚くすることができる。
　下にある緩衝構造との界面の区域で実質的に弛緩したＩｎＰを含んでなる除去構造Ｉの
例では、基材１の緩衝構造は、ＩｎＧａＡｓから構成され、濃度が０～約５３％で増加す
る緩衝層を含んでなるのが有利である。
【００９８】
　緩衝構造は、III－Ｖ族材料、例えばＩｎＧａＡｓまたはＩｎＡｌＡｓ、の、原子状元
素の濃度が実質的に一定している追加層をさらに含んでなることができる。
　除去の特別な場合、少なくとも一つのＩｎＰ層を除去構造Ｉから除去し、受容基材２に
移行させる。
　これによって、可能な電気的または電子的な特性の優位性が得られる。
　これは、例えば、除去した部分がＩｎＧａＡｓまたはＩｎＡｌＡｓをさらに含んでなる
場合であり、後者の材料とＩｎＰとの間の電子的帯の不連続性が、除去された層における
電子の移動度を大きく改善する。
　ドナーウェハー１０の、他のIII－Ｖ族化合物を含んでなる他の配置も可能である。
　そのような層除去の応用は、典型的にはＨＥＭＴまたはＨＢＴ（High Electron Mobili
ty TransistorおよびHeterojunction Bipolar Transistor）の実施態様である。
【００９９】
　例７　ドナーウェハー１０は、
－基材１［該基材１は、
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・支持基材（該支持基材は、上にある緩衝構造との界面の区域にＡｓＧａを含んでなる）
、
・緩衝構造を形成する該第一技術により形成された、除去構造Ｉとの界面の区域でＩｎＧ
ａＡｓを含んでなる緩衝構造
から構成されている］、
－除去前にＩｎｘＧａ１－ｘＡｓｙＰ１－ｙを含んでなる除去構造Ｉ
から構成される。この種のドナーウェハー１０は、例６ですでに記載した。
【０１００】
　例８　ドナーウェハー１０は、
－基材１［該基材１は、
・サファイアまたはＳｉＣまたはＳｉの支持基材、
・緩衝層を形成する該第一技術により形成された緩衝構造［該緩衝構造は、
　ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（ｘは、サファイアとの界面から出発して厚さと共に０から１に変
化する）の変成緩衝層、
　転位型結晶学的欠陥を閉じ込めるためのＧａＮの追加層
から構成されている］、
－窒化物の層を含んでなる除去構造Ｉ
から構成される。
【０１０１】
　III－Ｖ族窒化物ＧａＮ、ＡｌＮおよびＩｎＮは、マイクロエレクトロニクスの分野で
、特に光放射装置、例えばコンパクトディスク上に高密度で記憶されたデータの読み取り
および書込のような用途向けのレーザー、または新しいディスプレイ技術向けのＥＬダイ
オード、に重要である。これらの材料はすべて、高出力または高温で作動する電子部品の
製造にも指定されている。
【０１０２】
　除去構造Ｉに含まれる窒化物層の形成様式は、Ｉ族の有機化合物、例えばＧａＮ、Ａｌ
ＮおよびＩｎＮをそれぞれ堆積させるためのトリメチルガリウム、トリメチルアミンアラ
ン(alane)、またはトリメチルインジウム、の堆積による、追加ＧａＮ層上へのエピタキ
シャル成長である。
【０１０３】
　本発明はで、これらの窒化物層の幾つかを同じドナーウェハー１０から移行させるため
に使用する場合、それぞれの層除去間に循環使用工程が関与し、別の除去のための除去構
造Ｉの別の層を製造することができる。
【０１０４】
　例９　ドナーウェハー１０は、
－基材１［該基材１は、
・サファイアまたはＳｉＣまたはＳｉの支持基材、
・ＧａＮの中間層、
・ＳｉＯ２のマスク、
・ＧａＮの緩衝層、
から構成されている］、
－窒化物の層または一連の層（その中の少なくとも一つはＧａＮである）を含んでなる除
去構造Ｉ
から構成される。
【０１０５】
　緩衝層の形成様式は、緩衝層を形成するための該第四の技術の説明で、すでに上に記載
した様式であり、窒化物、特にここではＧａＮ、の層をＥＬＯＧ技術により連続的に異方
性成長させる。
【０１０６】
　この配置で使用するＳｉＯ２マスクは、ＧａＮの中間層上に周期的に、相互に実質的に
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【０１０７】
　各帯の厚さは、典型的には数１０分の１ミクロンのオーダーにあり、帯の幅は、数ミク
ロンのオーダーにある。
　帯の分離間隔は、典型的には約１０ミクロンまたは１５ミクロンである。
　例えば、帯の系は、間隔が１３ミクロン、各帯の厚さが０．２ミクロン、幅が５ミクロ
ンでよい。
　一般的な場合で上に記載したように、これらのＳｉＯ２帯は、これらの帯の自由表面の
近くで、それらの上に配置されたＧａＮの層中に、局在する転位を引き起こす。
　その際、これらの転位がマスクの周囲に局在するＧａＮの厚さが該緩衝層を形成する。
　ＧａＮまたは他の、ＧａＮに近い格子パラメータを有する材料の層を緩衝層の上に堆積
させ、該除去構造Ｉを形成する。
　その場合、この除去構造Ｉは、それぞれ厚さが、除去するのが望ましい有用な層の厚さ
以上である少なくとも二つの層を含んでなる。
【０１０８】
　ＬＯＧ法によるウェハーの形成様式に関して、より詳しくは、「MRS Bulletine」May 1
998, Volume 23, No. 5, の、Shuji Nakamuraによる「InGaN/GaN/AlGaN-Based Laser Dio
des with an Estimated Lifetime of Longer than 10,000 hours」と題する文献を参照す
るとよい。
【０１０９】
　ＩｎＮの層は、例８で記載したように、特にこの除去構造Ｉ中に、その形成の際に一体
化することができる。
　本明細書に記載する半導体層には、他の構成成分、例えば炭素も、問題とする層中の炭
素濃度５０％以下で、特に５％以下で加えることができる。
【０１１０】
　最後に、本発明は、上記の例に記載した材料のドナーウェハー１０に限定するものでは
なく、II、III、IV、ＶまたはVI族に属する材料およびIV－VI、III－Ｖ、またはII－VI族
に属する合金にも拡張できる。
　合金材料の場合、選択する合金は二元、三元、四元、またはそれ以上でよい。
【０１１１】
　ドナーウェハー１０が緩衝層または緩衝構造を包含する場合、本発明は、第一の機能と
して、それぞれ異なった格子パラメータを有する２個の隣接する構造間の格子パラメータ
を適合させることを有する緩衝層または緩衝構造に限定するものではなく、本明細書で最
も一般的な様式で定義するようなすべての緩衝層または緩衝構造にも関連する。
【０１１２】
　有用な層の除去から出発して最終的に得られる構造も、ＳＧＯＩ、ＳＯＩ、またはＳｉ
／ＳＧＯＩ構造、トランジスター用のＨＥＭＴおよびＨＢＴ構造、あるいはレーザー用途
向けの構造に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１ａ】図１は、順に、薄い層をドナーウェハーから除去すること、および除去後にド
ナーウェハーを循環使用することを含んでなる、本発明の方法の様々な工程を示す。
【図１ｂ】図１は、順に、薄い層をドナーウェハーから除去すること、および除去後にド
ナーウェハーを循環使用することを含んでなる、本発明の方法の様々な工程を示す。
【図１ｃ】図１は、順に、薄い層をドナーウェハーから除去すること、および除去後にド
ナーウェハーを循環使用することを含んでなる、本発明の方法の様々な工程を示す。
【図１ｄ】図１は、順に、薄い層をドナーウェハーから除去すること、および除去後にド
ナーウェハーを循環使用することを含んでなる、本発明の方法の様々な工程を示す。
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