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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、水素イオンを注入した単結晶シリコン片を貼合わせ、前記単結晶シリコン片
を前記水素イオンの打込み層で分割させて単結晶シリコン薄膜を形成するＳＯＩ基板の製
造方法において、
　前記基板に歪点が７００℃以下の非晶質無アルカリガラス基板を用いるとともに、
　前記非晶質無アルカリガラス基板の表面に二酸化珪素膜および非晶質シリコン膜を順次
堆積する工程と、
　前記非晶質シリコン膜を加熱結晶化することで多結晶シリコン層を成長させ、多結晶シ
リコン薄膜を形成する工程と、
　予め定める領域の前記多結晶シリコン層をエッチング除去するとともに、同じ領域の前
記二酸化珪素膜の厚さ方向における一部をエッチング除去する工程と、
　予め前記単結晶シリコン片の表面を酸化するか、あるいは予め前記単結晶シリコン片の
表面に二酸化珪素膜を積層し、前記水素イオンを注入する工程と、
　前記水素イオンが注入された単結晶シリコン片を前記エッチング除去した領域を覆う形
状に切断する工程と、
　前記切断された単結晶シリコン片を、前記水素イオンの注入側の面を前記エッチング除
去した領域に密着させて貼合わせる工程と、
　前記単結晶シリコン片が貼合わされた前記基板を最高温度６００℃以上７００℃以下の
温度で熱処理することにより、水素脆化によって前記単結晶シリコン片を前記水素イオン
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の打込み層で分割させて前記基板上に単結晶シリコン薄膜を形成する分割工程とを含むこ
とを特徴とするＳＯＩ基板の製造方法。
【請求項２】
　前記分割工程の前に、前記単結晶シリコン片が貼合わされた前記基板を３００℃以上５
５０℃以下の温度で熱処理することにより前記基板と前記結晶シリコン片との接着力を強
化する接着力強化工程を行うことを特徴とする請求項１に記載のＳＯＩ基板の製造方法。
【請求項３】
　基板上に、水素イオンを注入した単結晶シリコン片を貼合わせ、前記単結晶シリコン片
を前記水素イオンの打込み層で分割させて単結晶シリコン薄膜を形成するＳＯＩ基板の製
造方法において、
　前記基板に歪点が７００℃以下の非晶質無アルカリガラス基板を用いるとともに、
　前記非晶質無アルカリガラス基板の表面に二酸化珪素膜および非晶質シリコン膜を順次
堆積する工程と、
　前記非晶質シリコン膜を加熱結晶化することで多結晶シリコン層を成長させ、多結晶シ
リコン薄膜を形成する工程と、
　予め定める領域の前記多結晶シリコン層をエッチング除去するとともに、同じ領域の前
記二酸化珪素膜の厚さ方向における一部をエッチング除去する工程と、
　予め前記単結晶シリコン片の表面を酸化するか、あるいは予め前記単結晶シリコン片の
表面に二酸化珪素膜を積層し、前記水素イオンを注入する工程と、
　前記水素イオンが注入された単結晶シリコン片を前記エッチング除去した領域を覆う形
状に切断する工程と、
　前記切断された単結晶シリコン片を、前記水素イオンの注入側の面を前記エッチング除
去した領域に密着させて貼合わせる工程と、
　前記単結晶シリコン片が貼合わされた前記基板を８５０℃以上のピーク温度を含むラン
プアニールで熱処理することにより、水素脆化によって前記単結晶シリコン片を前記水素
イオンの打込み層で分割させて前記基板上に単結晶シリコン薄膜を形成する分割工程とを
含むことを特徴とするＳＯＩ基板の製造方法。
【請求項４】
　前記水素イオンの注入深さが４０～２００ｎｍであることを特徴とする請求項１から３
の何れか１項に記載のＳＯＩ基板の製造方法。
【請求項５】
　前記基板における前記単結晶シリコン片を貼り合わせる側の面のみに二酸化珪素膜を形
成した後、当該二酸化珪素膜上に前記単結晶シリコン片を貼り合わせることを特徴とする
請求項１から４の何れか１項に記載のＳＯＩ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水素イオンを注入し、その水素イオンの打込み層で分割させることで得られる
単結晶シリコン薄膜を基板に貼合わせて作成されるＳＯＩ基板に関し、さらにそれを用い
る表示装置ならびにＳＯＩ基板の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、単結晶シリコン基板を加工して、基板上に数億個程度のトランジスタを形成す
る集積回路素子技術や、ガラス基板などの非晶質材料の上に、シリコン膜などの多結晶半
導体薄膜を形成した後、トランジスタに加工して、液晶ディスプレイの絵素やドライバを
製造する薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：：ＴＦＴ）液晶ディスプレイ技術は
、コンピュータや液晶ディスプレイを用いたパーソナル情報端末の普及とともに、大いな
る発展を遂げてきた。
【０００３】
これらのうち、集積回路素子は、市販されている厚さ１ｍｍ足らず、直径３００ｍｍ程度
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の単結晶シリコンウエハを加工して、多数のトランジスタをその上に形成することで作成
される。また、ＴＦＴ液晶ディスプレイでは、非晶質無アルカリガラス基板上の非晶質シ
リコン膜をレーザなどの熱で溶融・多結晶化し、それを加工して、スイッチング素子であ
るＭＯＳ型トランジスタを作成している。
【０００４】
前記ＴＦＴを用いる前記液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイの分野では、透明なガ
ラス基板上に、アモルファスシリコン膜やポリシリコン膜のＴＦＴを形成し、前記絵素の
駆動を行う、いわゆるアクティブマトリクス駆動のためにシリコンによるデバイスが形成
されてきた。さらに、そのアクティブマトリクス駆動から、周辺ドライバ、タイミングコ
ントローラ等のシステム集積化のために、より高性能なシリコンのデバイスを形成するこ
とが研究されてきた。これは、多結晶シリコン膜では、結晶性の不完全性に起因するギャ
ップ内の局在準位や、結晶粒界付近の欠陥ギャップ内における局在準位の存在のため、移
動度の低下やサブスレッショルド係数（Ｓ係数）の増大によって、高性能なシリコンのデ
バイスを形成するには、トランジスタの性能が不十分であるという問題があるためである
。
【０００５】
そこで、ＳＯＩ技術が注目されている。前記ＳＯＩとは、Silicon on Insulatorの略で、
絶縁性基板の上に単結晶半導体薄膜を形成する技術のことである（多結晶シリコン膜を形
成するのには、あまり用いられない）。この技術は、１９８１年頃から盛んに研究されて
いる分野である。そして、集積回路の分野において用いられるＳＯＩ基板は、良好なトラ
ンジスタを作って半導体素子の機能を飛躍的に向上させることが目的であるため、基板は
、絶縁膜であればよく、それが透明であっても不透明であっても、或いは結晶質であって
も非晶質であっても構わない。この分野においては、ＳＯＩ基板によってトランジスタを
作成することは、素子が完全分離されるため、動作上の制約が少なく、トランジスタとし
て良好な特性を示す。
【０００６】
現在、そのＳＯＩ基板の代表としては、ＳＩＭＯＸ(Silicon Implanted Oxygen)基板が市
販されている。このＳＯＩ基板では、シリコンウエハに酸素を注入し、形成された酸化シ
リコン層によって、基板のバルクから単結晶シリコン薄膜を分離している。したがって、
酸素という水素より遥かに重い元素を所定の深さに注入するため、注入時に大きい加速電
圧をかけており、結晶のダメージが大きく、単結晶の性質が十分ではない、あるいは二酸
化珪素膜の部分のストイキオメトリーからのずれによる絶縁性が不完全であるという課題
がある。
【０００７】
そこで、単結晶シリコンを基板上に貼合わせて、これを薄膜化する技術が、特開平５－２
１１１２８号公報に開示されている。この先行技術は、スマートカット法と称され、単結
晶シリコン片にイオンプランテーション法によって水素イオンを打込み、補剛材と貼合わ
せた後、熱処理によって前記水素イオンの打込み層に微小気泡を生じさせ、前記単結晶シ
リコン片を前記打込み層で分割させて単結晶シリコン薄膜を形成するようにした技術であ
る。そして、得られた単結晶シリコン薄膜から前記補剛材を除去し、またはそのままで、
単結晶シリコン薄膜を基板上に貼合わせることで、素子特性の高い単結晶トランジスタを
製造することができる非常に優れた技術である。
【０００８】
しかしながら、この先行技術によると、単結晶シリコン基板上に酸化膜を形成し、その上
に単結晶シリコン薄膜を形成することしか記載されておらず、前記ディスプレイ用のガラ
ス基板などの他の基板との適性は検討されていない。そこで、他の基板との接合を検討し
た例が、特開平１１－１６３３６３号公報に記載されている。その従来技術では、前記石
英基板との接合強度を向上するための加熱工程での石英基板の破壊を防止するために、結
晶化ガラスを用い、その組成を変えて熱膨張率をシリコン片と合わせて接合する方法が開
示されている。
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【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の先行技術では、単結晶シリコン片を基板に貼合わせる際に、高温下
に晒さないと充分な接合強度が得られないと考えられており、熱処理を行う温度が８００
～１２００℃にも達している。このため歪点が７５０℃以上の高耐熱結晶化ガラスが適し
ているとされており、アクティブマトリクス駆動による液晶表示パネル等に一般的に使用
される歪点が７００℃以下の高歪点無アルカリガラスに用いることができないという問題
がある。
【００１０】
本発明の目的は、組成を調節した結晶化ガラスや高耐熱のガラスを用いることなく、低コ
ストにＳＯＩ基板を製造することができるＳＯＩ基板およびそれを用いる表示装置ならび
にＳＯＩ基板の製造方法を提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明のＳＯＩ基板は、基板上に、水素イオンを注入した単結晶シリコン片を貼合わせ、
前記単結晶シリコン片を前記水素イオンの打込み層で分割させて単結晶シリコン薄膜を形
成するようにしたＳＯＩ基板において、前記基板を、非晶質無アルカリガラス基板とする
ことを特徴とする。
【００１２】
上記の構成によれば、前記単結晶シリコン片にイオンプランテーション法によって水素イ
オンを打込み、熱処理によって前記水素イオンの打込み層に水素脆化を生じさせ、前記単
結晶シリコン片を該水素イオンの打込み層で分割させて単結晶シリコン薄膜を形成するよ
うにした、いわゆるスマートカット法などによって得られる単結晶シリコン薄膜を基板に
貼合わせて作成されるＳＯＩ基板において、本件発明者は、前記単結晶シリコン片を基板
に貼合わせる際に、３００℃程度でも充分な接合強度が得られることに着目した、したが
って、接合強度を高めるための熱処理温度を従来よりも低く設定することができ、歪点が
７００℃以下の非晶質無アルカリガラス基板を用いることができる。
【００１３】
本件発明者らが検討を重ねたところ、単結晶シリコン片を単結晶シリコン薄膜に分割させ
るために、質量が酸素イオンよりはるかに軽い水素イオンを打込む場合、素子製造工程中
で、熱処理温度は６００℃程度で充分であることが判明した。この程度の温度による熱処
理を加えることで、単結晶シリコン片内の水素イオンの打込み層から水素を消散させて単
結晶シリコン薄膜に分離することができるとともに、単結晶シリコン薄膜の結晶質を水素
イオン打込み前と同等な水準に戻し、結晶質の低下を抑える処理も併わせて行うことがで
きる。したがって、この６００℃程度の温度による熱処理を行うことで、前記分離および
結晶質の改善とともに、単結晶シリコン片の基板への接着力を高めることもできる。
【００１４】
したがって、組成を調節した結晶化ガラスや高耐熱のガラスを用いる必要が無くなり、ア
クティブマトリクス駆動による液晶表示パネル等に一般的に使用される高歪点無アルカリ
ガラスを用いて、低コストにＳＯＩ基板を製造することができる。また、熱処理温度が低
いために、半導体層へのアルカリ金属の拡散を防止することができる。これによって、そ
のアルカリ金属の拡散を防止するために、たとえば単結晶シリコン片側に形成される酸化
膜や、基板側に形成される二酸化珪素膜などの膜厚を薄くすることができ、スループット
を向上することができる。
【００１５】
なお、本発明では、前記ＳＯＩ基板としては、大面積のガラス基板の一部分に前記の単結
晶シリコン片が貼付けられるＳＯＩを含む基板であってもよい。
【００１６】
また、本発明のＳＯＩ基板では、前記非晶質無アルカリガラス基板は、前記単結晶シリコ
ンよりも熱膨張率が同等または大きいことを特徴とする。
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【００１７】
上記の構成によれば、単結晶シリコン薄膜の分離および基板への接着力を高める熱処理を
行うために高温下に晒した際、その熱処理の温度範囲で基板の熱膨張率が単結晶シリコン
の熱膨張率（ 2.6×10-6deg -1）以上であるために、基板が下に凸方向に反る。この時、
van der Waals 力によって接着している両者の内、単結晶シリコン片の基板付近の部分が
横方向に引張られ、前記下に凸方向に反ることによって、単結晶シリコン片の端から剥が
れる力が反る方向と一致し、これが単結晶シリコン片が接着面から剥れる力を相殺して接
着面から剥がれが起こらず、ボンドが形成される要因となる。こうして、単結晶シリコン
薄膜の基板からの剥離や、基板の割れを防止することができる。
【００１８】
さらにまた、本発明のＳＯＩ基板では、前記非晶質無アルカリガラス基板は、アルカリ土
類－アルミノ硼珪酸ガラス、バリウム－アルミノ硼珪酸ガラス、アルカリ土類－亜鉛－鉛
－アルミノ硼珪酸ガラスまたはアルカリ土類－亜鉛－アルミノ硼珪酸ガラスであることを
特徴とする。
【００１９】
上記の構成によれば、上述の単結晶シリコンよりも熱膨張率が同等または大きい基板を得
ることができる。
【００２０】
また、本発明のＳＯＩ基板では、前記単結晶シリコン片は、貼合わせられる表面が（１１
１）面、（１１０）面または（１００）面であることを特徴とする。
【００２１】
上記の構成によれば、上記の面方位を有する単結晶シリコン片を用いることによって、全
く同様に、できた時から、表面研磨が必要ない程平坦なシリコン膜面を有するＳＯＩ基板
を製造することができる。
【００２２】
そして、前記単結晶シリコン片として、最も入手し易い表面が（１００）方位のものに比
べて、（１１０）方位のものでは、最近接原子同士がこの（１１０）面に最も沢山並んで
いるので、該単結晶シリコン片を分離した際に、分離面が頗る平坦になり、本ＳＯＩ基板
に作成したシリコントランジスタの不良率を小さくすることができる。
【００２３】
また、（１１１）方位のものにすると、分離する面が単結晶シリコン塊のへき開面と一致
し、かつ同平面内では、最近接原子同士がこの（１１１）面から小さいずれの角度に存在
するので、該単結晶シリコン片を分離した際に、分離面が頗る平坦になり、本ＳＯＩ基板
に作成したシリコントランジスタの不良率をさらに小さくすることができる。
【００２４】
さらにまた、本発明の表示装置では、前記非晶質無アルカリガラス基板は、可視光を透過
する非晶質ガラス材料であり、前記の何れかのＳＯＩ基板を用いることを特徴とする。
【００２５】
上記の構成によれば、前記非晶質無アルカリガラス基板を可視光を透過する非晶質ガラス
材料とし、前記単結晶シリコン薄膜に、別途形成した多結晶シリコン膜などとともにトラ
ンジスタを形成することで、液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置の基板を構成することがで
きる。
【００２６】
したがって、表示装置用の大面積の基板の必要な部分に、高性能なトランジスタを形成す
ることができる。
【００２７】
また、本発明のＳＯＩ基板の製造方法は、基板上に、水素イオンを注入した単結晶シリコ
ン片を貼合わせ、熱処理によって前記単結晶シリコン片を前記水素イオンの打込み層で分
割させて単結晶シリコン薄膜を形成するようにしたＳＯＩ基板の製造方法において、前記
基板に非晶質無アルカリガラス基板を用いるとともに、前記熱処理による単結晶シリコン
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の分割工程において、最高温度が６００℃付近の温度で熱処理することを特徴とする。
【００２８】
上記の構成によれば、前記スマートカット法などで得られる単結晶シリコン薄膜を基板に
貼合わせて作成されるＳＯＩ基板の製造方法において、本件発明者は、前記単結晶シリコ
ン片を基板に貼合わせる際に、３００℃程度でも充分な接合強度が得られることに着目し
、熱処理の最高温度を前記単結晶シリコン片を分割する６００℃付近の温度とし、一例と
して６００℃、３０～６０分で処理を行う。
【００２９】
したがって、組成を調節した結晶化ガラスや高耐熱のガラスを用いる必要が無くなり、ア
クティブマトリクス駆動による液晶表示パネル等に一般的に使用される高歪点無アルカリ
ガラスを用いて、低コストにＳＯＩ基板を製造することができる。また、熱処理温度が低
いために、半導体層へのアルカリ金属の拡散を防止することができる。これによって、そ
のアルカリ金属の拡散を防止するために、たとえば単結晶シリコン片側に形成される酸化
膜や、基板側に形成される二酸化珪素膜などの膜厚を薄くすることができ、スループット
を向上することができる。
【００３０】
さらにまた、本発明のＳＯＩ基板の製造方法は、前記熱処理を、３００℃以上７００℃以
下の温度範囲において、多段階の温度ステップで行うことを特徴とする。
【００３１】
上記の構成によれば、多段階の温度ステップで熱処理をすることで、単結晶シリコン薄膜
の剥がれをさらに減少することができる。特に、単結晶シリコン片が水素イオンの打込み
面で分離しない温度で接着力強化のための第１段階目の熱処理を行い、その後に、分離の
ための第２段階目の熱処理を行うことで、接合面から膜が剥がれ、単結晶シリコン片その
ものが熱処理後剥がれてしまう不良品の数を低減することができる。
【００３２】
また、本発明のＳＯＩ基板の製造方法は、基板上に、水素イオンを注入した単結晶シリコ
ン片を貼合わせ、熱処理によって前記単結晶シリコン片を前記水素イオンの打込み層で分
割させて単結晶シリコン薄膜を形成するようにしたＳＯＩ基板の製造方法において、前記
基板に非晶質無アルカリガラス基板を用いるとともに、前記熱処理による単結晶シリコン
の分割工程において、概ね８５０℃以上のピーク温度を含むランプアニールで熱処理する
ことを特徴とする。
【００３３】
上記の構成によれば、前記スマートカット法などで得られる単結晶シリコン薄膜を基板に
貼合わせて作成されるＳＯＩ基板の製造方法において、本件発明者は、前記単結晶シリコ
ン片を基板に貼合わせる際に、最高温度が６００℃程度でも充分な接合強度が得られるこ
とに着目し、概ね８５０℃以上のピーク温度を含むランプアニールで熱処理を行う。
【００３４】
したがって、組成を調節した結晶化ガラスや高耐熱のガラスを用いる必要が無くなり、ア
クティブマトリクス駆動による液晶表示パネル等に一般的に使用される高歪点無アルカリ
ガラスを用いて、低コストにＳＯＩ基板を製造することができる。また、熱処理温度が低
いために、半導体層へのアルカリ金属の拡散を防止することができる。これによって、そ
のアルカリ金属の拡散を防止するために、たとえば単結晶シリコン片側に形成される酸化
膜や、基板側に形成される二酸化珪素膜などの膜厚を薄くすることができ、スループット
を向上することができる。
【００３５】
また、電気炉による加熱では、熱容量が大きいので、ガラス基板を急激に昇温、降温する
と割れてしまうのに対して、瞬間熱アニ－ル（Rapid Thermal Anneal、以下ＲＴＡと記す
。）であるレーザなどの光（ランプ）アニールによる加熱は熱容量が小さいので、急激に
昇温、降温してもガラス基板に割れを生じることはない。さらにまた、ＳＯＩ基板を製造
する上でのスループットを向上することができる。
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【００３６】
なお、ランプアニールのピーク温度が高い程トランジスタの特性は向上するけれども、基
板の反りや伸縮が大きくなるので、基板サイズや形成するデバイスの種類に応じて適切な
温度および保持時間を選べばよい。一例として、３００～４００ｍｍクラスの基板では、
７００℃で５分程度保持する。
【００３７】
さらにまた、本発明のＳＯＩ基板の製造方法は、前記非晶質無アルカリガラス基板の表面
に二酸化珪素膜および非晶質シリコン膜を順次堆積する工程と、前記非晶質シリコン膜を
加熱結晶化することで多結晶シリコン層を成長させ、前記多結晶シリコン薄膜を形成する
工程と、予め定める領域の前記多結晶シリコン層をエッチング除去するとともに、同じ領
域の前記二酸化珪素膜の厚さ方向における一部をエッチング除去する工程と、予め前記単
結晶シリコン片の表面を酸化または二酸化珪素膜を積層し、前記水素イオンを注入する工
程と、前記水素イオンを注入された単結晶シリコン片を前記エッチング除去した領域を覆
う形状に切断する工程と、前記切断された単結晶シリコン片を、前記水素イオンの注入側
の面を前記エッチング除去した領域に密着させ、貼合わせる工程と、前記熱処理を施し、
前記水素脆化によって前記単結晶シリコン片を分割させて単結晶シリコン薄膜を形成する
工程とを含むことを特徴とする。
【００３８】
上記の構成によれば、前述のようにして貼合わせられる単結晶シリコン薄膜とともに、Ｃ
ＶＤなどで堆積される多結晶シリコン薄膜にも併せてトランジスタがが形成されるＳＯＩ
基板を作成するにあたって、前記貼合わせの前に、その貼合わせられる領域を含む予め定
める領域の多結晶シリコン層をエッチング除去するとともに、同じ領域の前記二酸化珪素
膜の厚さ方向における一部をエッチング除去しておく。
【００３９】
したがって、貼合わせられた単結晶シリコン薄膜の領域と多結晶シリコン薄膜の領域とが
概ね同等の高さであるＳＯＩ基板を得ることができる。その結果、島エッチングを含め、
以降の殆どの工程を、前記単結晶シリコン薄膜の領域と多結晶シリコン薄膜の領域とで同
時に処理することができる。また、段差の小さいトランジスタや回路が形成され、たとえ
ば液晶パネルの場合、セル厚制御において優位となる。
【００４０】
また、本発明のＳＯＩ基板の製造方法は、前記水素イオンの注入深さが４０～２００ｎｍ
であることを特徴とする。
【００４１】
上記の構成によれば、上記のように水素イオンの注入深さ、したがって単結晶シリコン薄
膜の厚さが、２００ｎｍ程度までの薄さであれば完全空乏化したトランジスタが得られ、
特性を飛躍的に向上することができるとともに、加工も容易になる。一方、４０ｎｍより
も薄くなると、割れ易くなり、製造上の安全係数が低くなってしまう。
【００４２】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の一形態について、図１～図４に基づいて説明すれば、以下のとおりである
。
【００４３】
図１は、本発明の実施の一形態のＳＯＩ基板１の断面図である。このＳＯＩ基板１は、前
記スマートカット法で作成されたものであり、非晶質無アルカリガラス基板である高歪点
無アルカリガラス基板２の表面に二酸化珪素膜３が積層され、その上に、二酸化珪素膜４
で被覆された単結晶シリコン薄膜５が貼合わせられている。
【００４４】
この図１においては、単結晶シリコン薄膜５が高歪点無アルカリガラス基板２より小さく
描かれているが、これは現在市販されている高歪点無アルカリガラス基板とシリコンウエ
ハとの一般的な大小関係によるものであり、単結晶シリコン薄膜５が高歪点無アルカリガ
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ラス基板２と同じ大きさであってもよい。またこの図１は、模式図であるため、厚さの大
小関係が現実的ではない。一般に、高歪点無アルカリガラス基板３は、厚さ０．７ｍｍ程
度、二酸化珪素膜３，４は、厚さ５０～３００ｎｍ程度である。
【００４５】
また、単結晶シリコン薄膜５は、厚さ４０～２００ｎｍである。単結晶シリコン薄膜５の
厚さ、すなわち水素イオンの注入深さが、２００ｎｍ程度までの薄さであれば完全空乏化
したトランジスタが得られ、特性を飛躍的に向上することができるとともに、加工も容易
になる。一方、４０ｎｍよりも薄くなると、膜厚ばらつきが大きくなり、製造上の安全係
数が低くなってしまう。したがって、上記のように選ぶことで、安全係数を保ちつつ、高
い素子特性を得ることができる。
【００４６】
図２には、単結晶シリコン片６を前記高歪点無アルカリガラス基板２に貼合わせる前の状
態を示す。単結晶シリコン片の二酸化珪素膜４は、この膜を化学気相成長法（ＣＶＤ法）
などによる成膜で得る場合には、この図２のように、単結晶シリコン片６の表面のみに形
成される。下記に述べる熱酸化法で形成する場合には、単結晶シリコン片６の表面と裏面
との両方に形成される。そして、前記スマートカット法で単結晶シリコン片６が分割され
ると、表面側の二酸化珪素膜も除去され、前記図１で示すように単結晶シリコン薄膜５と
なる。
【００４７】
図３は、上述のようなＳＯＩ基板１の作成手順を示す図である。前記高歪点無アルカリガ
ラス基板２は、そのままでは、ぬれ性（親水性）が不十分であるため、ぬれ性を増すため
に、図３（ａ）から図３（ｂ）で示すように、二酸化珪素（ＳｉＯ2 ）膜３が、前記５０
～３００ｎｍ程度形成される。その成膜は、たとえばプラズマ化学気相成長法（プラズマ
ＣＶＤ法）によって、真空チャンバー中にＴＥＯＳ(Tetra Ortho Silicate)ガスと酸素ガ
スとを流し、プラズマ放電をたてることによって行うことができる。前記プラズマＣＶＤ
法では、材料ガスをプラズマ放電により活性化して成膜するので、６００℃以上の高温に
上げることができない該高歪点無アルカリガラス基板２上への成膜には適している。具体
的な成膜法の概要は、次のとおりである。
【００４８】
前記真空チャンバー内に材料ガスであるＴＥＯＳガスと酸素ガスとを流し、真空度を１３
３～１３３０Ｐａに調整する。基板温度は、２００～４００℃程度にしておく。その基板
が置いてある載置台は、高周波電源の一方の電極にもなっており、他方の電極と載置台と
の間にＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ帯（ＲＦ帯）である周波数１３．５６ＭＨｚの高
周波をかけ、プラズマ放電を生じさせる。その高周波のパワー密度は、０．１Ｗ／ｃｍ2 

程度である。このプラズマ放電によって、１分程度の時間で、前記５０～３００ｎｍ程度
の二酸化珪素膜３を形成することができる。
【００４９】
ここで、プラズマ周波数は、必ずしも前記ＲＦ帯でなくてもよく、マイクロ波帯（２．４
５６ＧＨｚ程度）であってもよい。また、高歪点無アルカリガラス基板２がぬれ性が十分
でない理由は、その化学組成にある。二酸化珪素（ＳｉＯ2 ）は、ぬれ性が良い材料であ
るが、これは同基板には５０％程度しか含有されておらず、これが不十分なぬれ性を示す
理由である。上記のように、二酸化珪素膜３を上記の厚さだけコーティングすることで、
十分なぬれ性を得ることができる。
【００５０】
一方、単結晶シリコン片６は、一般に、６、８、１２インチの円板形状をしている。また
、一般には、ある濃度のホウ素や燐などの不純物がドープされており、比抵抗値は、１０
Ωcm程度と低くしてある。結晶方位は、（１００）面を有しているものが最も入手し易い
。これを、表面から不純物が拡散しないように、熱酸化法などで、先ず図３（ｃ）から図
３（ｄ）で示すように、二酸化珪素膜４を、５０～３００ｎｍ程度形成する。前記熱酸化
法としは、ドライＯ2 酸化でもよいが、この方法では酸化速度が遅いので、前記３００ｎ
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酸化など、酸化速度が大きい方法を用いてもよい。
【００５１】
この後、図３（ｅ）で示すように、水素イオンを注入する。その注入条件の一例は、加速
電圧が１２～３６ｋＶ、注入量が４～６×１０16cm-2程度である。この水素イオン注入に
よって、参照符１０で示すように、単結晶シリコン片６中の所定の深さ（前記４０～２０
０ｎｍ）の面に水素イオン打込み面が形成される。
【００５２】
このように準備された高歪点無アルカリガラス基板２および単結晶シリコン片６は、表面
のパーティクルを除去するために、アンモニア水および過酸化水素水を純水で希釈した、
いわゆるＳＣＩ溶液で洗浄される。前記ＳＣＩ溶液は、たとえば市販の２８％アンモニア
水と、３５％の過酸化水素水と、比抵抗１０ＭΩcm以上の純水とを、容積比１：２：１２
などの比率で混合し、３０～８０℃の温度に熱して作成される。このＳＣＩ溶液に前記高
歪点無アルカリガラス基板２および単結晶シリコン片６を１０分程度浸漬させて、表面の
パーティクルを除去する。この後、超音波下あるいはメガソニック下での純水洗浄による
パーティクル除去を５分程度した後、純水流水下で１０分程度洗浄して、それぞれの表面
から薬液を取除き、スピンドライヤーなどで乾燥させる。
【００５３】
このようにして洗浄した高歪点無アルカリガラス基板２と単結晶シリコン片６とは、互い
に表面を近付けると、van der Waals 力によって接着する。この様は、図３（ｆ）に示し
た。この際、単結晶シリコン片６を逆さにして、前記水素イオンの注入面を高歪点無アル
カリガラス基板２に密着させる。密着させる時の力は、良好な洗浄がなされており、表面
のパーティクルが除去されていて表面が十分活性化されている場合には、ほんの僅かでよ
い（たとえば、数百ｇ程度）。前記van der Waals 力による引力とは、原子間距離の６乗
に反比例して変化するものである。そこで、表面の原子同士が固体の原子間距離と比較で
きるような距離に近付くと接着した状態になる。接着した状態は、高歪点無アルカリガラ
ス基板２が透明基板である場合には、裏面から目視で見て干渉色が消失することで確認可
能である。
【００５４】
このように単結晶シリコン片６を接着させた高歪点無アルカリガラス基板２は、前述のよ
うに相互に近付けたことによる接着(van der Waals結合) から、熱処理を施すことによっ
て、化学的に結合したボンドとなる。つまり、表面の水素が熱により消散し、それぞれの
基体上にある原子同士の空いた手が結合してゆき、接着力が強化される。これらは、本件
発明者によれば、前記特開平１１－１６３３６３号のような８００～１２００℃の高温で
なくとも、３００℃程度以上の温度でなされることが確認された。一方、基板である高歪
点無アルカリガラスは、歪点が７００℃以下である為、これ以上の温度に上げると変形し
てしまうので、本発明のように基板に高歪点無アルカリガラスを用いた場合、上述のよう
な接着力強化の熱処理の最高温度は、６５０℃程度に制約され、本件発明者によれば、最
高温度が６００℃程度でも充分な接合強度が得られることが確認された。
【００５５】
このようにして接着された高歪点無アルカリガラス基板２と単結晶シリコン片６とは、界
面で、１×１０5dyn/cm2程度の接着力を有しており、これはＣＶＤ装置などで形成された
薄膜の接着力と比較することができる値である。この接着力の評価は、密着している単結
晶シリコン薄膜５を端の部分から剥がす試験によりなされる。「弾性理論」（エリ・デ・
ランダウ＝イェ・エム・リフシッツ著、佐藤常三訳、東京図書）には、物体から薄層（厚
さｈ）が分離面上で表面牽引力に逆らってこれに作用する外力によって剥ぎ取られる際、
単位長さあたりの接着力αは、
【００５６】
【数１】
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【００５７】
で表される。ここで、Ｅは薄膜のヤング率、σは薄膜のポアッソン比、ｈは薄膜の厚さ、
ｘは薄膜が密着している平面の横方向の軸、ζは薄膜の法線方向の剥ぎ取られようとして
いる膜の変位である。この接着力αは、ζという法線方向の変位のｘ軸に対する２階偏微
分係数を求めることで得られる。
【００５８】
また、接着力強化のための熱処理を行う際は、ガラス基板の熱膨張率が単結晶シリコン片
６のそれよりも大きいことが、安定した接着が行われる要因となる。シリコンの熱膨張率
は、室温付近では２．６×１０-6deg -1程度、５００℃程度の温度では４．１×１０-6de
g -1程度である。一方、本発明で用いる前記高歪点無アルカリガラス基板は、室温から７
００℃程度の温度範囲で単結晶シリコンよりも熱膨張率が同等または大きい基板を得るこ
とができるもので、たとえばアルカリ土類－アルミノ硼珪酸ガラス、バリウム－アルミノ
硼珪酸ガラス、アルカリ土類－亜鉛－鉛－アルミノ硼珪酸ガラスまたはアルカリ土類－亜
鉛－アルミノ硼珪酸ガラスから成り、５０～３００℃の温度範囲に亘って、熱膨張率は、
４．７×１０-6deg -1程度である。したがって、前記５０～３００℃の温度範囲では、高
歪点無アルカリガラス基板２の方が熱膨張率が大きい。なお、本発明では、前記非晶質無
アルカリガラス基板とは、アルカリ含有量が１％以下の微量の物を言い、具体的な製品で
は、たとえばコーニング社のコーニング＃１７３７ガラスなどが挙げられる。
【００５９】
前記熱処理のために、接着された高歪点無アルカリガラス基板２および単結晶シリコン片
６が炉に入れられ、高温になっている際の反りの様子を、図４に模式的に示す。上述のよ
うな熱膨張率の関係で、熱処理を行うための高温下に晒した際、高歪点無アルカリガラス
基板２は下に凸方向に反る。この時、前記van der Waals 力により接着している両者の内
、単結晶シリコン片６の高歪点無アルカリガラス基板２付近の部分が横方向に引張られる
けれども、前記のように高歪点無アルカリガラス基板２が下に凸方向に反ることによって
、単結晶シリコン片６の端から剥がれる力が反る方向と一致し、これが単結晶シリコン片
６が接着面から剥れる力を相殺して剥がれが起こらず、ボンドが形成される要因となる。
【００６０】
しかしながら、前記水素イオンの打込み面１０での水素脆化による分離は、６００℃程度
以上の温度でないと生じないので、６００℃程度の温度とすることで、前記接着力を強化
する熱処理と、この単結晶シリコン片６の分離のための熱処理とを、一括して効率的に行
うことができる。一例として、６００℃、３０～６０分の熱処理を行うと、前述のように
接着した面の接着力が強化されるとともに、単結晶シリコン片６が前記水素イオンの打込
み面１０で分離する。この分離した状態を示したのが、前記図１および図３（ｇ）である
。
【００６１】
その熱処理の際に、ＴＤＳ(Temperature Desorption Spectroscopy）の評価を行うと、単
結晶シリコン片６中あるいは二酸化珪素膜３，４の表面からは、３００℃を超える温度あ
たりから水素が抜けてゆく様が観測される。この水素が抜ける際に、単結晶シリコン片６
の水素イオンの打込み面１０の所から水素が急激に消散し、該単結晶シリコン片６が単結
晶シリコン薄膜５と単結晶シリコン片６ａとに分離し、高歪点無アルカリガラス基板２上
に単結晶シリコン薄膜５が得られる。以上のような処理によって、前記膜厚４０～２００
ｎｍの単結晶シリコン薄膜５を有するＳＯＩ基板１が形成される。この膜厚範囲内で、素
子形成したトランジスタのチャネル部が完全空乏化していることが重要である。
【００６２】
なお、上述の説明では、熱処理を１段階で説明したが、多段階で行うことで、接着力をよ
り強化することができる。特に、接着力強化のための熱処理（３００～５５０℃程度の温
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度）と、分離のための熱処理とを個別の段階に分けて行ってもよい。その場合、接着力の
強化は、上記のように３００℃程度以上の温度でなされるので、３００～５５０℃の単結
晶シリコン片６が打込み面１０で分離しない温度で、１５分程度以下の短時間の処理で、
該接着力強化のための第１段階目の熱処理を行い、その後に、６００～７００℃の温度で
、分離のための第２段階目の熱処理を行うことで、接合面から膜が剥がれ、単結晶シリコ
ン片６そのものが熱処理後剥がれてしまう不良品の数を低減することができる。
【００６３】
また、上述の説明では、前記熱処理には、電気炉を用いる例を示しているが、レーザなど
の光（ランプ）アニールによる概ね８５０℃以上のピーク温度を含む瞬間熱アニ－ルによ
って行ってもよい。前記電気炉による加熱では、熱容量が大きいので、高歪点無アルカリ
ガラス基板２を急激に昇温、降温すると割れてしまうのに対して、この瞬間熱アニ－ルに
よる加熱は熱容量が小さいので、急激に昇温、降温しても前記割れを生じることはない。
さらにまた、ＳＯＩ基板１を製造する上でのスループットを向上することができる。
【００６４】
以上のようにして作成されたＳＯＩ基板１は、たとえば前記高歪点無アルカリガラス基板
２に可視光を透過する材料を用いた場合、前記単結晶シリコン薄膜５の層に薄膜トランジ
スタを形成して、ＴＦＴ液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）装置、Ｔ
ＦＴ有機エレクトロ・ルミネッセンス（ＯＬＥＤ：Organic Light Emitting Diode）表示
装置などに加工される。このようなアクティブマトリクス駆動の表示パネルに、本発明に
よるＳＯＩ基板１を導入することで、トランジスタの特性の均一化、安定化、高性能化を
図ることができ、前記アクティブマトリクスのドライバから、周辺ドライバ、タイミング
コントローラ等のシステムを集積化することも可能になる。また、必要な部分に単結晶シ
リコン片６を貼付ければよく、大面積の基板にも対応することができる。
【００６５】
以上のように、本発明によるＳＯＩ基板１では、スマートカット法などで得られる単結晶
シリコン薄膜５を基板に貼合わせて作成されるＳＯＩ基板において、貼合わせる際に３０
０℃程度でも充分な接合強度が得られることに着目し、その基板に、非晶質無アルカリガ
ラス基板である高歪点無アルカリガラス基板２を用いる。
【００６６】
したがって、組成を調節した結晶化ガラスや高耐熱のガラスを用いる必要が無くなり、ア
クティブマトリクス駆動による液晶表示パネル等に一般的に使用される高歪点無アルカリ
ガラスを用いて、低コストにＳＯＩ基板を製造することができる。また、前記熱処理の温
度が低いために、８００～１２００℃で熱処理を行う従来と比較して、半導体層へのアル
カリ金属の拡散を何桁も小さくできる。これによって、前記拡散を防止するために形成さ
れる二酸化珪素膜３，４などの膜厚を従来よりも薄くすることができ、スループットを向
上することができる。
【００６７】
また、室温から７００℃程度の温度範囲で単結晶シリコンの熱膨張率よりも熱膨張率が同
等または大きい高歪点無アルカリガラス基板２を用いることで、最高温度が６００℃程度
の単結晶シリコン片６から前記単結晶シリコン薄膜５への分離および単結晶シリコン片６
の該高歪点無アルカリガラス基板２への接着力を高める熱処理の際に、基板割れや単結晶
シリコン薄膜５の剥離を抑えることができる。
【００６８】
上述の説明では、単結晶シリコン片６は、最も入手し易い表面が（１００）面のものを元
に説明したが、（１１０）面や（１００）面など、他の方位のものも、全く同様に、でき
た時から、表面研磨が必要ない程平坦なシリコン膜面を有するＳＯＩ基板を製造すること
ができる。
【００６９】
そして、（１００）方位のものに比べて、（１１０）方位のものでは、最近接原子同士が
この（１１０）面に最も沢山並んでいるので、該単結晶シリコン片６を分離した際に、分
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離面が頗る平坦になり、本ＳＯＩ基板１に作成したシリコントランジスタの不良率を小さ
くすることができる。
【００７０】
また、（１１１）方位のものにすると、分離する面が単結晶シリコン塊のへき開面と一致
し、かつ同平面内では、最近接原子同士がこの（１１１）面から小さいずれの角度に存在
するので、該単結晶シリコン片６を分離した際に、分離面が頗る平坦になり、本ＳＯＩ基
板１に作成したシリコントランジスタの不良率をさらに小さくすることができる。
【００７１】
本発明の実施の他の形態について、図５および図６に基づいて説明すれば、以下のとおり
である。
【００７２】
図５は、本発明の実施の他の形態のＳＯＩ基板１１の作成手順を示す図である。このＳＯ
Ｉ基板１１は、前述のＳＯＩ基板１に類似し、対応する部分には同一の参照符号を付して
、その説明を省略する。注目すべきは、このＳＯＩ基板１１では、図５（ｈ）で示すよう
に、多結晶シリコン薄膜１２と前記単結晶シリコン薄膜５とを同一の高歪点無アルカリガ
ラス基板２上に作成することである。
【００７３】
先ず、図５（ａ）から図５（ｂ）で示すように、高歪点無アルカリガラス基板２上に、ア
ンダーコート膜となる絶縁膜１３が、プラズマ化学気相成長法（ＰＥＣＶＤ法）によって
、厚さ３００ｎｍ程度形成される。このアンダーコート膜の最上層は、ぬれ性が良好な前
記二酸化珪素膜とされる。次に、図５（ｃ）で示すように、前記ＰＥＣＶＤ法で、アモル
ファスシリコン膜１４が３０～２００ｎｍ形成され、脱水素アニールを４００～５００℃
で行い、アモルファスシリコン膜１４中の水素を抜く。その後、図５（ｄ）から図５（ｅ
）で示すように、アモルファスシリコン膜１４でＴＦＴを形成する領域１４ａをエキシマ
レーザで溶融・結晶化（レーザ結晶化）し、多結晶シリコン薄膜１２とする。この時の多
結晶シリコン薄膜１２の膜厚は、後で形成する単結晶シリコン薄膜５の膜厚、たとえば前
記４０～２００ｎｍと合わせておくのが重要である。
【００７４】
レーザ結晶化後は、図５（ｅ）から図５（ｆ）で示すように、単結晶シリコン薄膜５が貼
合わせられる領域１４ｂのシリコン膜をエッチングして除去しておく。この際、多結晶シ
リコン薄膜１２の表面がフォトレジストと密着して汚染が気になる場合には、フォトレジ
スト塗布前に多結晶シリコン薄膜１２の表面に二酸化珪素膜を厚さ３０～１００ｎｍ程度
形成しておけばよい。また、多結晶シリコン薄膜１２の膜厚から、必要であれば、前記絶
縁膜１３の厚さ方向における一部も合わせて、単結晶シリコン薄膜５の膜厚が多結晶シリ
コン薄膜１２の膜厚と一致するように、エッチング除去される。
【００７５】
続いて、前記水素イオンを注入された単結晶シリコン片６が前記エッチング除去した領域
１４ｂを覆う形状に切断され、前記図３（ｆ）から図３（ｇ）と同様に、図５（ｇ）から
図５（ｈ）で示すように、単結晶シリコン片６を前記エッチング処理された領域１４ｂに
貼合わせ、更に前記６００℃程度の熱工程を経ることによって、単結晶シリコン片６を水
素イオン打込み面１０から分離させて、単結晶シリコン薄膜５を得る。
【００７６】
これらの薄膜５，１２が双方ある場合でも、また前述のＳＯＩ基板１のように単結晶シリ
コン薄膜５のみの場合でも、ＴＦＴの形成プロセスは以下の図６で示すとおりである。図
６は、前記ＳＯＩ基板１１から作成した薄膜トランジスタ２１の一例の断面図である。こ
の薄膜トランジスタ２１の作成手順を端的に説明すると、先ず前記薄膜５，１２を、形成
するトランジスタサイズに合わせてパターニングする。次に、ゲート絶縁膜２２を形成す
る。このゲート絶縁膜２２には、二酸化珪素を主成分とした膜が最適で、たとえば厚さ３
０～２００ｎｍである。ゲート絶縁膜２２は、２００～４００℃の温度で成膜すると緻密
性が劣る膜になるため、成膜後、６００℃程度の温度で緻密化アニールをする。このアニ
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ールは、水素イオン注入した単結晶シリコン膜の結晶質を注入前の結晶質に戻すという処
理も兼ねている。
【００７７】
この後、ゲート電極膜２３を３００ｎｍ程度成膜し、適切な形状にパターニングする。さ
らに、前記ゲート電極膜２３をマスクとして、前記薄膜５，１２にイオンが打込まれ、ｎ
+ またはｐ+ 領域２４が形成される。このとき、本発明では、前述のように単結晶シリコ
ン薄膜５の厚さを２００ｎｍ程度以下とすることで、チャネル領域２５を完全空乏化する
ことができる。
【００７８】
続いて、層間絶縁膜２６を４００ｎｍ程度形成した後、ソース・ドレイン電極のコンタク
トを取る箇所に穴をあける。その後、ソース・ドレインメタル膜２７を４００ｎｍ程度成
膜し、パターニングする。場合によっては、ｎ型ＭＯＳＴＦＴでは、前記イオン打込み時
に、ＬＤＤ構造として、高信頼性を得るようにする。
【００７９】
このようにして作成した薄膜トランジスタ２１は、貼合わせ・分離によって単結晶シリコ
ン薄膜５を得た箇所は、チャネル部となるシリコン膜が単結晶であるため、多結晶シリコ
ン薄膜１２で見られる粒界からの電気伝導がなく、高い特性を得ることができ、また同じ
単結晶シリコン薄膜５上の全トランジスタに亘って特性が均一である。このため、たとえ
ばＬＣＤディスプレイに用いる場合には、ソースドライバ部や周辺回路に用いられる。こ
れに対して、前記薄膜トランジスタ２１を多結晶シリコン薄膜１２から作成した箇所は、
比較的特性の劣る絵素部やゲートドライバ部に用いられる。
【００８０】
本件発明者の作成結果によると、単結晶シリコン薄膜トランジスタは、ＮＭＯＳＴＦＴで
は、電界効果移動度が５００cm2 /V・sec 、閾値電圧が１．０Ｖ、オフ電流が１×10-12 

Ａで、ＰＭＯＳＴＦＴでは、電界効果移動度が２５０cm2 /V・sec 、閾値電圧が－１．０
Ｖ、オフ電流が１×10-12 Ａで、共に均一性に優れた薄膜トランジスタが得られた。
【００８１】
このように構成することによって、貼合わせられた単結晶シリコン薄膜５の領域１４ｂと
多結晶シリコン薄膜１２の領域１４ａとが概ね同等の高さであるＳＯＩ基板１１を得るこ
とができる。その結果、島エッチングを含め、前記領域１４ａ，１４ｂに対して、以降の
殆どの工程を同時に処理することができる。また、段差の小さいトランジスタや回路が形
成され、たとえば液晶パネルの場合、セル厚制御において優位となる。
【００８２】
【発明の効果】
本発明のＳＯＩ基板は、以上のように、いわゆるスマートカット法などで得られる単結晶
シリコン薄膜を基板に貼合わせて作成されるＳＯＩ基板において、前記単結晶シリコン片
を基板に貼合わせる際に、３００℃程度でも充分な接合強度が得られることに着目し、そ
の基板に、非晶質無アルカリガラス基板を用い、最高温度が６００℃程度で、前記単結晶
シリコン片の基板への貼合わせおよび薄膜への分離を行う。
【００８３】
それゆえ、組成を調節した結晶化ガラスや高耐熱のガラスを用いる必要が無くなり、アク
ティブマトリクス駆動による液晶表示パネル等に一般的に使用される高歪点無アルカリガ
ラスを用いて、低コストにＳＯＩ基板を製造することができる。また、半導体層へのアル
カリ金属の拡散を防止するために、たとえば単結晶シリコン片側に形成される酸化膜や、
基板側に形成される二酸化珪素膜などの膜厚を、前記熱処理の温度が低いために従来より
も薄くすることができ、スループットを向上することができる。
【００８４】
また、本発明のＳＯＩ基板は、以上のように、前記非晶質無アルカリガラス基板を、前記
単結晶シリコンよりも熱膨張率が同等または大きいものとする。
【００８５】
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それゆえ、単結晶シリコン片内に打込んだ水素イオンを消散させて分離する工程および単
結晶シリコン片の基板への接着力を高める工程での熱処理の際に、基板が下に凸方向に反
り、単結晶シリコン片の端から剥がれる力が反る方向と一致して、剥がれが起こらないよ
うになる。これによって、基板割れや単結晶シリコン片の剥離を抑えることができる。
【００８６】
さらにまた、本発明のＳＯＩ基板は、以上のように、前記非晶質無アルカリガラス基板を
、アルカリ土類－アルミノ硼珪酸ガラス、バリウム－アルミノ硼珪酸ガラス、アルカリ土
類－亜鉛－鉛－アルミノ硼珪酸ガラスまたはアルカリ土類－亜鉛－アルミノ硼珪酸ガラス
とする。
【００８７】
それゆえ、上述の単結晶シリコンよりも熱膨張率が同等または大きい基板を得ることがで
きる。
【００８８】
また、本発明のＳＯＩ基板は、以上のように、前記単結晶シリコン片の貼合わせられる表
面を、（１１１）面、（１１０）面または（１００）面とする。
【００８９】
それゆえ、できた時から、表面研磨が必要ない程平坦なシリコン膜面を有するＳＯＩ基板
を製造することができる。また、最も入手し易い表面が（１００）方位のものに比べて、
（１１０）方位のものでは、最近接原子同士がこの（１１０）面に最も沢山並んでいるの
で、該単結晶シリコン片を分離した際に、分離面が頗る平坦になり、本ＳＯＩ基板に作成
したシリコントランジスタの不良率を小さくすることができる。さらにまた、（１１１）
方位のものにすると、分離する面が単結晶シリコン塊のへき開面と一致し、かつ同平面内
では、最近接原子同士がこの（１１１）面から小さいずれの角度に存在するので、該単結
晶シリコン片を分離した際に、分離面が頗る平坦になり、本ＳＯＩ基板に作成したシリコ
ントランジスタの不良率をさらに小さくすることができる。
【００９０】
さらにまた、本発明の表示装置は、以上のように、前記非晶質無アルカリガラス基板を可
視光を透過する非晶質ガラス材料とし、前記の何れかのＳＯＩ基板を用いる。
【００９１】
それゆえ、表示装置用の大面積の基板に、高性能なトランジスタを形成することができる
。
【００９２】
また、本発明のＳＯＩ基板の製造方法は、以上のように、いわゆるスマートカット法など
で得られる単結晶シリコン薄膜を基板に貼合わせて作成されるＳＯＩ基板の製造方法にお
いて、前記単結晶シリコン片を基板に貼合わせる際に、３００℃程度でも充分な接合強度
が得られることに着目し、その基板に非晶質無アルカリガラス基板を用い、最高温度が６
００℃程度で、前記単結晶シリコン片の基板への貼合わせおよび薄膜への分離を行う。
【００９３】
それゆえ、組成を調節した結晶化ガラスや高耐熱のガラスを用いる必要が無くなり、アク
ティブマトリクス駆動による液晶表示パネル等に一般的に使用される高歪点無アルカリガ
ラスを用いて、低コストにＳＯＩ基板を製造することができる。また、半導体層へのアル
カリ金属の拡散を防止するために、たとえば単結晶シリコン片側に形成される酸化膜や、
基板側に形成される二酸化珪素膜などの膜厚を、前記熱処理の温度が低いために従来より
も薄くすることができ、スループットを向上することができる。
【００９４】
さらにまた、本発明のＳＯＩ基板の製造方法は、以上のように、前記熱処理を、３００℃
以上７００℃以下の多段階の温度ステップで行う。
【００９５】
それゆえ、単結晶シリコン薄膜の剥がれをさらに減少することができる。
【００９６】
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また、本発明のＳＯＩ基板の製造方法は、以上のように、スマートカット法などで得られ
る単結晶シリコン薄膜を基板に貼合わせて作成されるＳＯＩ基板の製造方法において、前
記単結晶シリコン片を基板に貼合わせる際に、３００℃程度でも充分な接合強度が得られ
ることに着目し、概ね８５０℃以上のピーク温度を含むランプアニールで熱処理を行う。
【００９７】
それゆえ、組成を調節した結晶化ガラスや高耐熱のガラスを用いる必要が無くなり、アク
ティブマトリクス駆動による液晶表示パネル等に一般的に使用される高歪点無アルカリガ
ラスを用いて、低コストにＳＯＩ基板を製造することができる。また、半導体層へのアル
カリ金属の拡散を防止するために、たとえば単結晶シリコン片側に形成される酸化膜や、
基板側に形成される二酸化珪素膜などの膜厚を、前記熱処理の温度が低いために従来より
も薄くすることができ、スループットを向上することができる。
【００９８】
また、電気炉による加熱では、熱容量が大きいので、ガラス基板を急激に昇温、降温する
と割れてしまうのに対して、瞬間熱アニ－ルによる加熱は熱容量が小さいので、急激に昇
温、降温してもガラス基板に割れを生じることはない。さらにまた、ＳＯＩ基板を製造す
る上でのスループットを向上することができる。
【００９９】
さらにまた、本発明のＳＯＩ基板の製造方法は、以上のように、単結晶シリコン薄膜とと
もに、多結晶シリコン薄膜にも併せてトランジスタがが形成されるＳＯＩ基板を作成する
にあたって、前記貼合わせの前に、その貼合わせられる領域を含む予め定める領域の多結
晶シリコン層をエッチング除去するとともに、同じ領域の前記二酸化珪素膜の厚さ方向に
おける一部をエッチング除去しておく。
【０１００】
それゆえ、貼合わせられた単結晶シリコン薄膜の領域と多結晶シリコン薄膜の領域とが概
ね同等の高さであるＳＯＩ基板を得ることができ、以降の殆どの工程を、前記単結晶シリ
コン薄膜の領域と多結晶シリコン薄膜の領域とで同時に処理することができる。また、段
差の小さいトランジスタや回路が形成され、たとえば液晶パネルの場合、セル厚制御にお
いて優位となる。
【０１０１】
また、本発明のＳＯＩ基板の製造方法は、以上のように、前記水素イオンの注入深さを４
０～２００ｎｍとする。
【０１０２】
それゆえ、完全空乏化したトランジスタが得られ、特性を飛躍的に向上することができる
とともに、加工も容易になるとともに製造上の安全係数も高くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態のＳＯＩ基板の断面図である。
【図２】単結晶シリコン片を高歪点無アルカリガラス基板に貼合わせる前の状態を示す断
面図である。
【図３】図１で示すＳＯＩ基板の作製手順を示す図である。
【図４】本発明による高歪点無アルカリガラス基板と接着された単結晶シリコン片との熱
処理時の反りの様子を模式的に示す図である。
【図５】本発明の実施の他の形態のＳＯＩ基板の作製手順を示す図である。
【図６】図５で示すＳＯＩ基板から作製した薄膜トランジスタの一例の断面図である。
【符号の説明】
１，１１　　ＳＯＩ基板
２　　高歪点無アルカリガラス基板（非晶質無アルカリガラス基板）
３，４　二酸化珪素膜
５　　単結晶シリコン薄膜
６　　単結晶シリコン片
１０　　水素イオン打込み面



(16) JP 4772258 B2 2011.9.14

10

１２　　多結晶シリコン薄膜
１３　　絶縁膜
１４　　アモルファスシリコン膜
２１　　薄膜トランジスタ
２２　　ゲート絶縁膜
２３　　ゲート電極膜
２４　　ｎ+ またはｐ+ 領域
２５　　チャネル領域
２６　　層間絶縁膜
２７　　ソース・ドレインメタル膜

【図１】

【図２】

【図３】
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