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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン基板上にエピタキシャル層を形成するエピタキシャルウェーハの製造方法であ
って、
　前記エピタキシャル層中に、酸素、炭素、窒素及びスズからなる群から選ばれる１種の
元素の原子からなり、厚さが５ｎｍ以下である原子層を形成する工程を有し、
　前記原子層に接するエピタキシャル層の形成を、ＳｉＨ４ガスを用いて行うことを特徴
とするエピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項２】
　前記原子層を、１原子層として形成することを特徴とする請求項１に記載のエピタキシ
ャルウェーハの製造方法。
【請求項３】
　前記エピタキシャル層の領域のうち、前記原子層に接し、少なくとも該原子層から５ｎ
ｍまでの領域を、ＳｉＨ４ガスを用いて形成することを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載のエピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項４】
　前記原子層を、前記エピタキシャル層中に複数層形成することを特徴とする請求項１か
ら請求項３のいずれか１項に記載のエピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項５】
　前記エピタキシャル層の領域のうち、前記ＳｉＨ４ガスを用いて形成する領域以外の領
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域を、ＳｉＨ２Ｃｌ２ガス又はＳｉＨＣｌ３ガスを用いて形成することを特徴とする請求
項１から請求項４のいずれか１項に記載のエピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項６】
　前記原子層の形成を、
　酸素原子層を形成する場合は酸素ガスを、
　炭素原子層を形成する場合はＣＨ４ガスを、
　窒素原子層を形成する場合はＮＨ３ガスを、
　スズ原子層を形成する場合はＳｎを含む有機金属ガスを、
　用いて行うことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のエピタキシ
ャル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、エピタキシャルウェーハの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像素子やその他のトランジスタをはじめとした半導体素子を形成するシリコン基
板には、重金属をはじめとした素子特性を狂わせる元素をゲッタリングする機能を持つこ
とが求められる。ゲッタリングにはシリコン基板裏面に多結晶シリコン（Ｐｏｌｙ－Ｓｉ
）層を持たせたり、ブラスト加工によりダメージを持たせた層を形成する方法や、シリコ
ン基板の高濃度ボロンを利用したり、析出物を形成させたりとさまざまな手法が提案、実
用化されている。酸素析出によるゲッタリングは電気陰性度が大きい酸素に対して、イオ
ン化傾向が大きい（電気陰性度が小さい）金属を取り込むことでゲッタリングする。
【０００３】
　また素子の活性領域近傍にゲッタリング層を形成する、いわゆる近接ゲッタリングも提
案されている。例えば、炭素をイオン注入した基板の上にシリコンをエピタキシャル成長
させた基板などがある。ゲッタリングは、ゲッタリングサイト（金属が単元素で存在する
よりもサイトで結合やクラスタリングすることで系全体のエネルギーが低下する）まで元
素が拡散する必要がある。シリコン中に含まれる金属元素の拡散係数は元素により異なり
、また近年のプロセス低温化によりゲッタリングサイトまで金属が拡散することが出来な
くなることを考慮して近接ゲッタリングの手法が提案されている。
【０００４】
　近接ゲッタリングに酸素を用いることが出来れば、非常に有力なゲッタリング層をもっ
たシリコン基板となると考えられる。特に、エピタキシャル層の途中に酸素原子層を有す
るエピタキシャルウェーハであれば、近年の低温プロセスにおいても確実に金属不純物を
ゲッタリングすることができる。
【０００５】
　以上、金属不純物をゲッタリングすることを中心に述べてきたが、例えば、酸素の効果
としては、ＣＶＤ酸化膜を裏面に形成することでエピタキシャル成長時のオートドープを
防ぐ効果が知られている。
【０００６】
　さらに酸素以外では、シリコンと同じＩＶ族（１４族）の炭素においては、炭素による
ゲッタリング効果、Ｇｅではシリコン酸化膜との組み合わせによる光デバイスへの応用、
ＳｎはＧｅ等をシリコン上に成長する際の、表面改質の効果、ＩＶ族以外では、窒素では
析出促進による強度の向上など、シリコンと他元素の組み合わせによるいろいろな効果が
期待され応用されている。
【０００７】
　先行技術について言及する。特許文献１は、構造としてはシリコンの上に酸素の薄い層
を形成しさらにシリコンを成長させる方法である。この方法は、ＡＬＤ（「Ａｔｏｍｉｃ
　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ」、「原子層堆積法」）をベースとした技術である
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。ＡＬＤは対象原子を含む分子を吸着させ、その後分子中の不要な原子（分子）を乖離・
脱離させる方法であり、表面結合を利用し非常に精度よくまた、反応制御性が良好であり
幅広く用いられているが、不要分子を脱離させることで、原子層形成に不要かつ意図しな
い挙動を示す不純物を生成するという弱点がある。実際に、ＡＬＤ法では、酸素層を形成
するために炭素を含む分子を利用するので、炭素（不要な炭素）の影響が懸念される。
【０００８】
　特許文献２は、特許文献１と同様の基板を実現するためのリアクタに関する技術である
が、こちらは原料ガス・手法としてＭＯＶＰＥ（有機金属気相成長法）を想定している。
ＭＯＶＰＥであるために有機金属を利用する。反応制御は容易であるが、酸素原子層を形
成する際に不要な不純物金属の懸念がある。特にシリコン基板そのものへの適用には金属
汚染が懸念される。
【０００９】
　以上のように、これら特許文献１、２の技術はＡＬＤないしは、ＭＯＶＰＥというそれ
ぞれの技術に基づいて行われている。
【００１０】
　特許文献３、４は、シリコン基板に酸素原子層を複数導入することで、デバイス特性の
改善（移動度）向上が可能になることを示しているが、具体的な成長方法には言及してい
ない。
【００１１】
　酸素以外の原子層をシリコン基板に導入する先行技術としては、たとえば特許文献５に
記載のように、シリコンの表面に急峻なビスマスのプロファイルを作りこむ方法が開示さ
れている。特許文献５ではデルタドープと記載されており、線状にドーパントを埋め込む
基礎技術として開示されているが、ウェーハ全面に展開することは困難であると考えられ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１４－１６５４９４号公報
【特許文献２】特開２０１３－１９７２９１号公報
【特許文献３】米国特許第７，１５３，７６３号明細書
【特許文献４】米国特許第７，２６５，００２号明細書
【特許文献５】特開２０００－００３８７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述の問題点に鑑み、本発明は、酸素等の原子層をエピタキシャル層に安定的に導入す
ることができるエピタキシャル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】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明は、シリコン基板上にエピタキシャル層を形成する
エピタキシャルウェーハの製造方法であって、前記エピタキシャル層中に、酸素、炭素、
窒素、ゲルマニウム、スズ、ホウ素及びリンからなる群から選ばれる１種の元素の原子か
らなり、厚さが５ｎｍ以下である原子層を形成する工程を有し、前記原子層に接するエピ
タキシャル層の形成を、ＳｉＨ４ガスを用いて行うことを特徴とするエピタキシャルウェ
ーハの製造方法を提供する。
【００１５】
　このようなエピタキシャルウェーハの製造方法であれば、エピタキシャル層中に、酸素
等の元素の原子からなる原子層を安定的に形成することができる。特に、酸素等の元素の
原子からなる原子層に接するエピタキシャル層の形成を、分子中に塩素原子を有しないＳ
ｉＨ４ガスを用いて行うため、酸素等の原子層のエッチングを防止できる。
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【００１６】
　本発明のエピタキシャルウェーハの製造方法では、この場合、前記原子層を、１原子層
として形成することができる。
【００１７】
　本発明では、このように、酸素等の原子層を１原子層として形成することもできる。ま
た、そのような１原子層を形成する場合でも、本発明の方法であれば、安定して１原子層
を形成することができる。
【００１８】
　また、前記エピタキシャル層の領域のうち、前記原子層に接し、少なくとも該原子層か
ら５ｎｍまでの領域を、ＳｉＨ４ガスを用いて形成することが好ましい。
【００１９】
　このように、エピタキシャル層の領域のうち、酸素等の原子層から５ｎｍまでの領域を
、塩素を含まないＳｉＨ４ガスを用いて形成することにより、酸素等の原子層をより安定
して形成することができる。
【００２０】
　また、前記原子層を、前記エピタキシャル層中に複数層形成することができる。
【００２１】
　本発明では、酸素等の原子層をエピタキシャル層中に複数層形成することもできる。ま
た、このような構成を安定して形成することができる。
【００２２】
　また、前記エピタキシャル層の領域のうち、前記ＳｉＨ４ガスを用いて形成する領域以
外の領域を、ＳｉＨ２Ｃｌ２ガス又はＳｉＨＣｌ３ガスを用いて形成することが好ましい
。
【００２３】
　このように、エピタキシャル層のうち、ＳｉＨ４ガスを用いて形成する領域以外をＳｉ
Ｈ２Ｃｌ２ガス又はＳｉＨＣｌ３ガスを用いて形成することにより、酸素等の原子層から
離れた領域においてエピタキシャル層を厚く形成することができる。その結果、より短時
間にエピタキシャル層全体を形成することができるので、生産性及びコストに資する。
【００２４】
　また、前記原子層の形成を、酸素原子層を形成する場合は酸素ガスを、炭素原子層を形
成する場合はＣＨ４ガスを、窒素原子層を形成する場合はＮＨ３ガスを、ゲルマニウム原
子層を形成する場合はＧｅを含む有機金属ガスを、スズ原子層を形成する場合はＳｎを含
む有機金属ガスを、ホウ素原子層を形成する場合はＢ２Ｈ６ガスを、リン原子層を形成す
る場合はＰＨ３ガスを、用いて行うことができる。
【００２５】
　これらのガスを使用することにより、酸素等の原子層を形成することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明により、先端デバイスで採用されるシリコンエピタキシャルウェーハにおいて、
酸素等の原子層をエピタキシャル層に安定的に導入することができる。また、酸素原子層
による近接ゲッタリング効果を有する近接ゲッタリング基板や、ＩＶ族元素及び窒素、ド
ーパント等を用いた複合機能を有する機能性基板を製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明によって製造することができる、酸素等の原子層を有するエピタキシャル
ウェーハの一例を示す模式的な断面図である。
【図２】本発明によって製造することができる、酸素等の原子層を複数有するエピタキシ
ャルウェーハの一例を示す模式的な断面図である。
【図３】本発明のエピタキシャルウェーハを製造する成長レシピの概念図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２８】
　以下、本発明について、実施態様の一例として、図を参照しながら詳細に説明するが、
本発明はこれに限定されるものではない。
【００２９】
　本発明は、シリコン基板上にエピタキシャル層を形成するエピタキシャルウェーハの製
造方法であり、エピタキシャル層中に、酸素、炭素、窒素、ゲルマニウム、スズ、ホウ素
及びリンからなる群から選ばれる１種の元素の原子からなり、厚さが５ｎｍ以下である原
子層を形成する工程を有する。本発明においては、さらに、上記の原子層に接するエピタ
キシャル層の形成を、ＳｉＨ４ガスを用いて行う。以降の説明では、エピタキシャル層中
に形成する、酸素、炭素、窒素、ゲルマニウム、スズ、ホウ素及びリンのうち１種類の元
素の原子からなる原子層を単に「原子層」と称する。
【００３０】
［エピタキシャル層中に酸素原子層を導入する場合］
　まず、シリコン基板上のエピタキシャル層中に酸素原子層を導入する場合について説明
する。
【００３１】
　図１に本発明のエピタキシャルウェーハの製造方法によって製造することができる、酸
素原子層を有するエピタキシャルウェーハ１００の模式的な断面図を示す。エピタキシャ
ルウェーハ１００は、シリコン基板１０の上にエピタキシャル層５０が形成されており、
エピタキシャル層５０中に、酸素原子からなり、厚さが５ｎｍ以下である原子層（酸素原
子層）３１が形成される。シリコン基板１０と酸素原子層３１の間には、シリコンからな
るシリコンエピタキシャル層２１が形成される。シリコンエピタキシャル層２１の上に酸
素原子層３１が形成され、酸素原子層３１の上にシリコンエピタキシャル層２２が形成さ
れる。図１の例では、シリコンエピタキシャル層２１、酸素原子層３１、シリコンエピタ
キシャル層２２からなるエピタキシャル層５０が形成される。
【００３２】
　上記のように、酸素原子層３１を形成する場合の製造方法としては、以下の通りである
。シリコン基板１０上にエピタキシャル成長を行って、まず、シリコンエピタキシャル層
２１を形成する。そのシリコンエピタキシャル層２１の上に酸素原子層３１を成長させる
。さらに酸素原子層３１の上にシリコンをエピタキシャル成長してシリコンエピタキシャ
ル層２２を形成する。これにより、酸素原子層３１を有するエピタキシャル層５０全体を
形成し、エピタキシャルウェーハ１００を形成する。
【００３３】
　図１では酸素原子層は１層であるが、酸素原子層、シリコンエピタキシャル成長を繰り
返し、酸素原子層を複数形成することも可能である。エピタキシャル層中に酸素原子層を
複数形成したエピタキシャルウェーハを図２に示した。すなわち、図２に示したエピタキ
シャルウェーハ２００を製造する場合には、以下のようにして製造することができる。ま
ず、シリコン基板１０の上にシリコンエピタキシャル層２１を形成する。シリコンエピタ
キシャル層２１の上に、酸素原子層３１を形成する。さらに、酸素原子層３１の上に、シ
リコンエピタキシャル層２２を形成する。ここまでは図１の態様と同様であるが、図２の
態様では、さらに、酸素原子層３２、シリコンエピタキシャル層２３、酸素原子層３３、
シリコンエピタキシャル層２４、酸素原子層３４、シリコンエピタキシャル層２５、酸素
原子層３５、シリコンエピタキシャル層２６と形成していく。これにより、シリコンエピ
タキシャル層と酸素原子層の組が５組繰り返された構造４０が形成された、エピタキシャ
ル層６０を形成することができる。このように、酸素原子層を複数形成することにより、
より優れたゲッタリング効果を有するエピタキシャルウェーハが得られる。このとき、酸
素原子層は最大でも１０層あれば十分である。
【００３４】
　本発明では、原子層に接するエピタキシャル層を形成するときのシリコンエピタキシャ
ル成長の原料に、塩素原子を含まないＳｉＨ４ガスを利用する。エピタキシャル成長用ガ
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スに塩素原子が含まれることで、酸素原子層を形成しても塩素によりエッチングされてし
まうからである。
【００３５】
　また酸素原子層は、５ｎｍ以下とすることが必要であり、また、できるだけ薄い方が好
ましく、単原子吸着する程度の量を導入することが好ましい。酸素原子層が５ｎｍより厚
すぎるとシリコン層が酸化されてしまい、酸素原子層の上に第２のシリコンエピタキシャ
ル層を堆積することが出来なくなる。正確には、そのような酸素原子層上にシリコンエピ
タキシャル成長を行おうとしても、エピタキシャル成長でなくアモルファスシリコンとな
ってしまったり、多結晶化（ポリ化）してしまう。
【００３６】
　酸素原子層は、等温吸着の原理を用いて、１ラングミュアー層の堆積が出来ればよい。
当業者であれば、１ラングミュアー層の堆積を行うことが可能である。炉のチャンバーサ
イズにもよるが、１０Ｌ／分程度（例えば、５Ｌ／分以上１５Ｌ／分以下）の酸素ガスを
流すことで解決できる。また、例えば、圧力及び時間の条件は、１×１０－８Ｔｏｒｒ（
１．３３×１０－６Ｐａ）程度、１００秒程度とすることができるが、必ずしもこのよう
な条件でなくともよく、１×１０－６Ｔｏｒｒ以上１×１０－９Ｔｏｒｒ以下、１０～５
００秒とすることができる。温度はエピタキシャル成長温度を超えない範囲とすることが
できる。成長レートは０．００５ｎｍ／秒以下とすることが好ましい。
【００３７】
　図１の態様に基づいて、より具体的にエピタキシャルウェーハの製造方法を説明する。
シリコン基板１０に酸素原子層３１を導入するために、シリコン基板１０上にエピタキシ
ャル成長する際に、まず、原料ガスとして塩素を含まないＳｉＨ４ガスを用いたエピタキ
シャル成長を行い、シリコンエピタキシャル層２１を形成する。好ましくは、酸素原子層
３１を形成する位置から少なくとも５ｎｍ離れた位置からは原料ガスとしてＳｉＨ４ガス
を導入して塩素を含まないガスでシリコンエピタキシャル層２１を成長させる。ＳｉＨ４

ガスをパージした後に酸素ガスを導入し、厚さ５ｎｍ以下の酸素原子層３１を成長させる
。次に、酸素ガスをパージした後にＳｉＨ４ガスを原料として所望の厚さまでエピタキシ
ャル成長を行う。好ましくは、酸素原子層３１を形成した位置から少なくとも５ｎｍ離れ
た位置まで原料ガスとしてＳｉＨ４ガスを導入して塩素を含まないガスでシリコンエピタ
キシャル層２２を成長させる。図３に各ガスの供給イメージを示す。
【００３８】
　上記のように、酸素原子層は、１原子層として形成することが好ましい。酸素の導入は
酸素が１原子層吸着になるように１Ｌａｎｇｍｕｉｒ（等温単原子吸着）量を導入するよ
うに条件を設定することで、酸素を単原子成長可能となる（デルタドープ）。
【００３９】
　酸素原子層に接するエピタキシャル層を形成する際に、塩素（塩素原子）を含むガス（
例えば、ＳｉＨ２Ｃｌ２ガス又はＳｉＨＣｌ３ガス等のクロロシラン類）を使用すると、
塩素によるエッチング効果にてシリコン中に堆積した酸素層が無くなってしまう。そのた
め、酸素原子層３１に接するエピタキシャル層の形成を、ＳｉＨ４ガスを用いて行うこと
が必要である。特に、エピタキシャル層５０の領域のうち、酸素原子層３１に接し、少な
くとも酸素原子層３１から５ｎｍまでの領域（シリコンエピタキシャル層２１、２２のう
ち、酸素原子層３１から５ｎｍまでの領域）を、ＳｉＨ４ガスを用いて形成することが好
ましい。酸素原子層３１に塩素を含むガスが直接触れないことで、酸素原子層３１が塩素
ガスによりエッチングされることを防ぐことが出来る。
【００４０】
　すなわち、図１の酸素原子層３１のエッチングを防止するためには、酸素原子層３１に
接するエピタキシャル層の形成を、ＳｉＨ４ガスを用いて行えばよく、反対に、エピタキ
シャル層の領域のうち、ＳｉＨ４ガスを用いて形成する領域以外の領域を、ＳｉＨ２Ｃｌ

２ガス又はＳｉＨＣｌ３ガスを用いて形成することができる。特に、少なくとも酸素原子
層３１から５ｎｍまでＳｉＨ４ガスを用いて形成すれば、酸素原子層３１がＳｉＨ４で完
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全にカバーされるので、酸素原子層から５ｎｍを超えて離れた領域のエピタキシャル層の
形成では塩素ガスが含まれないＳｉＨ４に限定されず、ＳｉＨ２Ｃｌ２やＳｉＨＣｌ３を
用いてもよい。酸素原子層から離れた領域においてエピタキシャル層を厚く形成する場合
には、ＳｉＨ２Ｃｌ２やＳｉＨＣｌ３を用いることで、より短時間にエピタキシャル層を
形成することができる。ＳｉＨ４ガスを用いた場合の成長速度は遅いので、例えば厚さが
１００ｎｍ以上のエピタキシャル層を形成する場合は途中でＳｉＨ２Ｃｌ２やＳｉＨＣｌ

３に切り替えることが好ましい。これにより、高生産性、低コストとすることができる。
シリコンエピタキシャル層の成長温度は５００℃以上８００℃以下の範囲が好ましい。
【００４１】
　これは、図２の態様でも同様であり、酸素原子層３１、３２、３３、３４、３５の全て
で、酸素原子層３１に接するエピタキシャル層の形成を、ＳｉＨ４ガスを用いて行うこと
が必要であり、また、これら酸素原子層から５ｎｍまでの領域を、ＳｉＨ４ガスを用いた
エピタキシャル成長とすることが好ましい。
【００４２】
　本発明の方法で製造された、酸素原子層を有するシリコンエピタキシャルウェーハであ
れば、近接ゲッタリング効果を期待でき、素子歩留まりの向上も期待できる。
【００４３】
［エピタキシャル層中に炭素原子層を導入する場合］
　次に、シリコン基板上のエピタキシャル層中に炭素原子層を導入する場合について説明
する。基本的には、上記の酸素原子層を導入する場合と同様であるため、重複する記載は
省略する。
【００４４】
　エピタキシャルウェーハ１００に炭素原子層を導入する場合も、原子層３１として酸素
原子層の代わりに炭素原子層が採用されること以外は、上記した酸素原子層を有するエピ
タキシャル層５０を有するエピタキシャルウェーハ１００と同じである。
【００４５】
　この方法は、シリコン基板１０に炭素原子層３１を導入するために、シリコン基板１０
へエピタキシャル成長する際に、まず、原料ガスとして塩素を含まないＳｉＨ４ガスを用
いたエピタキシャル成長を行い、シリコンエピタキシャル層２１を形成する。ＳｉＨ４ガ
スをパージした後に、塩素原子を含まず炭素原子を含むガスを導入し、厚さ５ｎｍ以下の
炭素原子層３１を成長させる。このガスとしては特にＣＨ４ガス（メタンガス）が好まし
い。以下の説明ではＣＨ４ガスを用いる場合を説明する。次に、ＣＨ４ガスをパージした
後にＳｉＨ４ガスを原料としたエピタキシャル成長を行う。各ガスの供給量（成長レシピ
）は、酸素ガスの場合と同様である。すなわち、シリコンエピタキシャル層の成長の合間
に、短時間ＣＨ４ガスを導入する、すなわちデルタドープを行うことになる。
【００４６】
　本発明の方法で製造された炭素原子層を有するシリコンエピタキシャルウェーハであれ
ば、近接ゲッタリング効果を期待でき、素子歩留まりの向上も期待できる。さらに、炭素
はシリコンと比較して原子半径が小さいために、炭素原子層の上に成長されたシリコン層
を歪ませる効果があり、デバイスのキャリア移動度向上も期待できる。
【００４７】
［エピタキシャル層中に窒素原子層を導入する場合］
　次に、シリコン基板上のエピタキシャル層中に窒素原子層を導入する場合について説明
する。基本的には、上記の酸素原子層を導入する場合と同様であるため、重複する記載は
省略する。
【００４８】
　エピタキシャルウェーハ１００に窒素原子層を導入する場合も、原子層３１として酸素
原子層の代わりに窒素原子層が採用されること以外は、上記した酸素原子層を有するエピ
タキシャル層５０を有するエピタキシャルウェーハ１００と同じである。
【００４９】
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　この方法は、シリコン基板１０に窒素原子層３１を導入するために、シリコン基板１０
へエピタキシャル成長する際に、まず、原料ガスとして塩素を含まないＳｉＨ４ガスを用
いたエピタキシャル成長を行い、シリコンエピタキシャル層２１を形成する。ＳｉＨ４ガ
スをパージした後に、塩素原子を含まず窒素原子を含むガスを導入し、厚さ５ｎｍ以下の
窒素原子層３１を成長させる。このガスとしては特にＮＨ３ガス（アンモニアガス）が好
ましい。以下の説明ではＮＨ３ガスを用いる場合を説明する。次に、ＮＨ３ガスをパージ
した後にＳｉＨ４ガスを原料としたエピタキシャル成長を行う。各ガスの供給量（成長レ
シピ）は、酸素ガスの場合と同様である。すなわち、シリコンエピタキシャル層の成長の
合間に、短時間ＮＨ３ガスを導入する、すなわちデルタドープを行うことになる。
【００５０】
　これにより、窒素による酸素析出が促進されシリコン基板強度が向上したエピタキシャ
ルウェーハが得られる。このとき、窒素原子層は最大でも１０層あれば十分である。窒素
原子層により、前記原子層の上に成長されたシリコン層のスリップを止める効果も期待で
きる。
【００５１】
［エピタキシャル層中にゲルマニウム原子層を導入する場合］
　次に、シリコン基板上のエピタキシャル層中にゲルマニウム原子層を導入する場合につ
いて説明する。基本的には、上記の酸素原子層を導入する場合と同様であるため、重複す
る記載は省略する。
【００５２】
　エピタキシャルウェーハ１００にゲルマニウム原子層を導入する場合も、原子層３１と
して酸素原子層の代わりにゲルマニウム原子層が採用されること以外は、上記した酸素原
子層を有するエピタキシャル層５０を有するエピタキシャルウェーハ１００と同じである
。
【００５３】
　この方法は、シリコン基板１０にゲルマニウム原子層３１を導入するために、シリコン
基板１０へエピタキシャル成長する際に、まず、原料ガスとして塩素を含まないＳｉＨ４

ガスを用いたエピタキシャル成長を行い、シリコンエピタキシャル層２１を形成する。Ｓ
ｉＨ４ガスをパージした後に、塩素原子を含まずゲルマニウム原子を含むガスを導入し、
厚さ５ｎｍ以下のゲルマニウム原子層３１を成長させる。このガスとしては特にゲルマニ
ウムを含む有機金属ガス（テトラメチルゲルマニウム等）が好ましい。以下の説明ではテ
トラメチルゲルマニウムガスを用いる場合を説明する。次に、テトラメチルゲルマニウム
ガスをパージした後にＳｉＨ４ガスを原料としたエピタキシャル成長を行う。各ガスの供
給量（成長レシピ）は、酸素ガスの場合と同様である。すなわち、シリコンエピタキシャ
ル層の成長の合間に、短時間テトラメチルゲルマニウムガスを導入する、すなわちデルタ
ドープを行うことになる。
【００５４】
　これにより、Ｇｅとシリコンを相互に積層した基板を得ることが出来る。こののち酸化
雰囲気に基板をさらすことで、シリコンがＧｅに比べて酸化されやすいことから、Ｇｅ／
ＳｉＯ２／Ｇｅ／ＳｉＯ２の積層構造を形成することが可能になり、光デバイスへの応用
が期待される基板を得ることが可能になる。
【００５５】
［エピタキシャル層中にスズ原子層を導入する場合］
　次に、シリコン基板上のエピタキシャル層中にスズ原子層を導入する場合について説明
する。基本的には、上記の酸素原子層を導入する場合と同様であるため、重複する記載は
省略する。
【００５６】
　エピタキシャルウェーハ１００にスズ原子層を導入する場合も、原子層３１として酸素
原子層の代わりにスズ原子層が採用されること以外は、上記した酸素原子層を有するエピ
タキシャル層５０を有するエピタキシャルウェーハ１００と同じである。
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【００５７】
　この方法は、シリコン基板１０にスズ原子層３１を導入するために、シリコン基板１０
へエピタキシャル成長する際に、まず、原料ガスとして塩素を含まないＳｉＨ４ガスを用
いたエピタキシャル成長を行い、シリコンエピタキシャル層２１を形成する。ＳｉＨ４ガ
スをパージした後に、塩素原子を含まずスズ原子を含むガスを導入し、厚さ５ｎｍ以下の
スズ原子層３１を成長させる。このガスとしては特にスズを含む有機金属ガス（テトラメ
チルスズ等）が好ましい。以下の説明ではテトラメチルスズガスを用いる場合を説明する
。次に、テトラメチルスズガスをパージした後にＳｉＨ４ガスを原料としたエピタキシャ
ル成長を行う。各ガスの供給量（成長レシピ）は、酸素ガスの場合と同様である。すなわ
ち、シリコンエピタキシャル層の成長の合間に、短時間テトラメチルスズガスを導入する
、すなわちデルタドープを行うことになる。
【００５８】
　Ｓｎの実際的な使用方法としては、Ｇｅをはじめとする各種元素をシリコン上に成長さ
せる際の表面改質としての利用が考えられる。この目的の場合であれば、Ｓｎを本法によ
って成長させたのち同じ方法にてＧｅを成長させることが可能である。
【００５９】
［エピタキシャル層中にホウ素原子層又はリン原子層を導入する場合］
　次に、シリコン基板上のエピタキシャル層中にホウ素原子層又はリン原子層を導入する
場合について説明する。基本的には、上記の酸素原子層を導入する場合と同様であるため
、重複する記載は省略する。
【００６０】
　エピタキシャルウェーハ１００にホウ素原子層又はリン原子層を導入する場合も、原子
層３１として酸素原子層の代わりにホウ素原子層又はリン原子層が採用されること以外は
、上記した酸素原子層を有するエピタキシャル層５０を有するエピタキシャルウェーハ１
００と同じである。
【００６１】
　この方法は、シリコン基板１０にホウ素原子層３１又はリン原子層３１を導入するため
に、シリコン基板１０へエピタキシャル成長する際に、まず、原料ガスとして塩素を含ま
ないＳｉＨ４ガスを用いたエピタキシャル成長を行い、シリコンエピタキシャル層２１を
形成する。ＳｉＨ４ガスをパージした後に、塩素原子を含まずホウ素原子又はリン原子を
含むガスを導入し、厚さ５ｎｍ以下のホウ素原子層３１又はリン原子層３１を成長させる
。このガスとしては特にホウ素の場合はジボラン（Ｂ２Ｈ６）、リンの場合はホスフィン
（ＰＨ３）ガスが好ましい。以下の説明ではこれらのドーパントガスを用いる場合を説明
する。次に、これらのドーパントガスをパージした後にＳｉＨ４ガスを原料としたエピタ
キシャル成長を行う。各ガスの供給量（成長レシピ）は、酸素ガスの場合と同様である。
すなわち、シリコンエピタキシャル層の成長の合間に、短時間ドーパントガスを導入する
、すなわちデルタドープを行うことになる。
【００６２】
　本法によることで、特許文献５ではビスマスに限定されていたドーパントの種類を拡張
することが可能になる。
【実施例】
【００６３】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれら実
施例に限定されるものではない。
【００６４】
（実施例１）
　以下のようにして、図１に示す態様のエピタキシャルウェーハ１００を製造した。抵抗
率１０Ω・ｃｍのボロンドープ、直径２００ｍｍのシリコン基板１０を材料として、まず
、第１のエピタキシャル成長を行った（シリコンエピタキシャル層２１）。シリコン原料
ガスはＳｉＨ４として５５０℃で成長を行った。膜厚に応じてシリコン原料ガスを流す時
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間を設定するが、成長レートは遅い方がよいため、０．０５ｎｍ／秒とし、シリコンエピ
タキシャル層２１の厚さは１０ｎｍとした。次に酸素ガス１０Ｌ／分を１×１０－８Ｔｏ
ｒｒで３６０秒の時間だけリアクタに導入し、酸素原子層３１をおよそ５ｎｍ成長させた
。次に、また第１のシリコンエピタキシャル層２１と同じ条件でシリコン原料ガスを導入
し第２のシリコンエピタキシャル層２２の一部を１０ｎｍ形成した。
【００６５】
　こののち、温度を６００℃に上げて成長速度を大きくして３μｍのシリコンエピタキシ
ャル層を成長させて、エピタキシャル層５０中に酸素原子層３１を有するエピタキシャル
ウェーハ１００を製造した。
【００６６】
（実施例２）
　以下のようにして、図２に示す態様のエピタキシャルウェーハ２００を製造した。抵抗
率１０Ω・ｃｍのボロンドープ、直径２００ｍｍのシリコン基板１０を材料として、まず
、第１のエピタキシャル成長を行った（シリコンエピタキシャル層２１）。シリコン原料
ガスはＳｉＨ４として５５０℃で成長を行った。膜厚に応じてシリコン原料ガスを流す時
間を設定するが、成長レートは遅い方がよいため、０．０５ｎｍ／秒とし、シリコンエピ
タキシャル層２１の厚さは１０ｎｍとした。次に酸素ガス６Ｌ／分を１×１０－８Ｔｏｒ
ｒで１００秒の時間だけリアクタに導入し、酸素原子層を１原子層成長させた。また第１
のエピタキシャル層と同じ条件でシリコン原料ガスを導入し第２のシリコンエピタキシャ
ル層２２を１０ｎｍ形成した。
【００６７】
　さらに、第２のシリコンエピタキシャル層２２の上に酸素原子層３２を堆積し、さらに
第３のシリコンエピタキシャル層を堆積した上に、同条件で酸素とシリコン層を交互に４
回堆積することで、酸素／シリコンエピタキシャル層が５層の組４０を有するエピタキシ
ャル層６０を含むエピタキシャルウェーハ２００を製造した。
【００６８】
　最後の成長後に３μｍのエピタキシャル層２６の一部として、ＳｉＨ２Ｃｌ２を原料と
して成長させた。実際のデバイスを作製する活性領域として素子の種類にもよるがたいて
い１μｍ程度の拡散領域が形成されることがあるため、この厚さとした。
【００６９】
（比較例１）
　抵抗率１０Ω・ｃｍのボロンドープ、直径２００ｍｍシリコン基板を材料として、第１
のエピタキシャル成長を行った。原料ガスはＳｉＨ４として５５０℃で成長を行った。膜
厚に応じてシリコン原料ガスを流す時間を設定するが、成長レートは遅い方がよいため、
０．０５ｎｍ／秒とし、シリコンエピタキシャル層の厚さは１０ｎｍとした。次に酸素１
０Ｌ／分を　１×１０－８Ｔｏｒｒで７２０秒の時間だけリアクタに導入し、酸素原子層
を１０ｎｍ成長させた。次に、また第１のエピタキシャル層と同じ条件でシリコン原料ガ
スを導入し第２のエピタキシャル層を形成しようとしたが、酸素層が厚くなっており、エ
ピタキシャル成長が出来ず、多結晶シリコンとなった。このように酸素原子層が厚いと第
２のシリコンエピタキシャル層が単結晶にならないことがわかる。
【００７０】
（比較例２）
　抵抗率１０Ω・ｃｍのボロンドープ、直径２００ｍｍのシリコン基板を材料として、第
１のエピタキシャル成長を行った。原料ガスはＳｉＨ２Ｃｌ２として１１００℃で成長を
行った。膜厚に応じてシリコン原料ガスを流す時間を設定するが、成長レートは遅い方が
よいため、０．０５ｎｍ／秒とし、シリコンエピタキシャル層の厚さは１０ｎｍとした。
次に酸素１０Ｌ／分を１×１０－８Ｔｏｒｒで１００秒の時間だけリアクタに導入し、酸
素原子層を１層成長させた。次に、また第１のエピタキシャル層と同じ条件でシリコン原
料ガスを導入し第２のエピタキシャル層を形成しようとしたが、原料ガスに塩素が含まれ
ており、酸素原子層がエッチングされて消失してしまった。
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【００７１】
（実施例３）
　以下のようにして、図１に示す態様のエピタキシャルウェーハ１００であって、原子層
として炭素原子層３１をエピタキシャル層中に有するものを製造した。抵抗率１０Ω・ｃ
ｍのボロンドープ、直径２００ｍｍのシリコン基板１０を材料として、まず、第１のエピ
タキシャル成長を行った（シリコンエピタキシャル層２１）。シリコン原料ガスはＳｉＨ

４として５５０℃で成長を行った。膜厚に応じてシリコン原料ガスを流す時間を設定する
が、成長レートは遅い方がよいため、０．０５ｎｍ／秒とし、シリコンエピタキシャル層
２１の厚さは１０ｎｍとした。次にＣＨ４ガス１０Ｌ／分を１×１０－８Ｔｏｒｒで３６
０秒の時間だけリアクタに導入し、炭素原子層３１をおよそ２ｎｍ成長させた。次に、ま
た第１のシリコンエピタキシャル層２１と同じ条件でシリコン原料ガスを導入し第２のシ
リコンエピタキシャル層２２の一部を１０ｎｍ形成した。
【００７２】
　こののち、温度を６００℃に上げて成長速度を大きくして３μｍのシリコンエピタキシ
ャル層を成長させて、エピタキシャル層５０中に炭素原子層３１を有するエピタキシャル
ウェーハ１００を製造した。
【００７３】
　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、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。
【符号の説明】
【００７４】
　１０…シリコン基板、
　２１、２２、２３、２４、２５、２６…シリコンエピタキシャル層、
　３１、３２、３３、３４、３５…（酸素等の）原子層、
　４０…（酸素等の）原子層とシリコンエピタキシャル層の繰り返し５組、
　５０、６０…（酸素等の）原子層を有するエピタキシャル層、
　１００、２００…エピタキシャルウェーハ。
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