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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロニクス、オプトエレクトロニクス、又は光学の分野で使用するための基板（
１）上に堆積された厚い絶縁層（２）の粗さを減少させる方法であって、
　２０ｎｍ以上の厚さを有し、２μｍ×２μｍのスキャン幅にわたって３オングストロー
ムＲＭＳ以上の粗さを有する絶縁層（２）を、第１のいわゆる「ドナー」基板（１）上に
堆積するステップと、
　内部のガス圧力が０．２５Ｐａから３０Ｐａに設定されたチャンバ内で形成されたガス
プラズマを用いて、２μｍ×２μｍのスキャン幅にわたって３オングストロームＲＭＳ以
上の粗さを有する前記絶縁層（２）の自由表面（２０）の平滑化処理（ＳＰ）を行うステ
ップであって、前記プラズマは、無線周波発生器ＲＦを用いて生成され、前記無線周波発
生器ＲＦは、前記絶縁層（２）に０．６Ｗ／ｃｍ２から１０Ｗ／ｃｍ２のパワー密度を印
加可能なパワーで作動し、前記平滑化処理の継続時間は、１０秒から２００秒の範囲内で
あるステップと、
　前記ドナー基板（１）の内部に原子種の注入により脆化域（１０）を形成し、いわゆる
「活性」層（１１）と残りの部分（１２）とを前記ドナー基板（１）内に定めるステップ
とを備え、
　前記平滑化プラズマ処理（ＳＰ）は、前記原子種の注入前に行われることを特徴とする
方法。
【請求項２】
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　前記絶縁層（２）の前記自由表面（２０）上に、第２のいわゆる「レシーバー」基板（
３）を接合させることを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ドナー基板（１）の前記残りの部分（１２）を前記脆化域で切り離し、前記活性層
（１１）及び前記絶縁層（２）を前記レシーバー基板（３）に転写することを更に含むこ
とを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記絶縁層（２）の前記自由表面（２０）を洗浄し、
　前記絶縁層（２）の前記自由表面（２０）の活性化プラズマ処理（ＡＰ）を行う、
　ことを更に含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記絶縁層（２）の前記活性化プラズマ処理（ＡＰ）は、内部のガス圧力が約７Ｐａに
設定されたチャンバ内で形成されたガスプラズマを用いて行われ、前記絶縁層（２）の前
記自由表面（２０）の前記洗浄は、化学的な洗浄を含むことを特徴とする請求項４に記載
の方法。
【請求項６】
　前記絶縁層（２）は、窒化膜、酸窒化膜、又は酸化膜であることを特徴とする請求項１
乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記絶縁層（２）は、減圧化学気相成長法（ＬＰＣＶＤ）により堆積される酸化膜であ
ることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記絶縁層（２）は、テトラエチルオルトシリケートから出発する減圧化学気相成長法
（ＴＥＯＳ　ＬＰＣＶＤ）により得られる二酸化シリコン膜（ＳｉＯ２）であり、４０Ｐ
ａから２００Ｐａの範囲内の圧力で堆積されることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記絶縁層（２）の前記自由表面（２０）の前記平滑化処理（ＳＰ）は、３Ｐａから１
３Ｐａの範囲内の前記チャンバ内部のガス圧力で行われ、前記プラズマを形成するのに用
いられる前記ガスは、酸素（Ｏ２）、アルゴン（Ａｒ）、窒素（Ｎ２）、及びこれらのガ
スの混合物の中から選択され、前記平滑化処理の前記継続時間は、３０秒から１２０秒の
範囲内であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記絶縁層（２）の緻密化アニーリングを行うことを含み、前記アニーリングは、７０
０℃から１０００℃の温度で、数分間から数時間の継続時間にわたり、酸化雰囲気中又は
中性雰囲気中で行われることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロニクス、オプトエレクトロニクス、及び光学の分野で使用するた
めの基板を製造する方法であって、厚い絶縁層を平滑化するステップ、別言すれば、厚い
絶縁層の粗さを減少させるステップを備える方法に関する。
【０００２】
　また、本発明は、上記の平滑化方法と、接合（bonding）ステップ及び層の転写（trans
fer）ステップとを備える製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　本発明は、複合化された「ＳＯＩ」タイプ及び「ｓＳＯＩ」タイプの基板を製造すると
いう特定の用途に使用される。
【０００４】
　参考までに、「ＳＯＩ」（Silicon On Insulator）基板として知られる基板は、絶縁層
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、より詳細には、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）が、支持シリコン層と表面シリコン層との
間に挿入された基板に相当する。「ｓＳＯＩ」基板では、表面シリコン層にひずみが加え
られている（strained Silicon On Insulator）。
【０００５】
　このタイプの基板を得るための方法は、いわゆる「支持」又は「レシーブ」基板を絶縁
層の上に接合するステップと、層の転写ステップとを備える。
【０００６】
　本説明において、「接合」とは、２つの完全に平坦な表面が接着剤なしで互いに結合す
るような、室温で可能な分子結合（molecular bonding）であると理解されるべきである
。
【０００７】
　得られる接合品質は、接合された２つの層間に存在する結合力と定義される、結合エネ
ルギーにより特に特徴づけられる。
【０００８】
　この品質は、接合される表面に適切な処理を加えることで改善可能である。
【０００９】
　上述の複合化された基板に使用される絶縁体は特に、酸化物、窒化物、又は酸窒化物で
ある。
【００１０】
　これら種々の絶縁体を得るために用いられる最先端技術には、当業者に「ＴＥＯＳ　Ｌ
ＰＣＶＤ」（「テトラエチルオルトシリケート」「減圧化学気相成長法」）として知られ
る、二酸化シリコンの層を堆積するための方法が含まれる。
【００１１】
　この方法では、原材料としてテトラエチルオルトシリケートを用いて、当業者にＬＰＣ
ＶＤとして知られる減圧気相成長法により、二酸化シリコンの膜を堆積する。
【００１２】
　この方法は、得られる酸化層の均一性と密度とに関する多くの利点を有する。この方法
によれば特に、このようにして形成されたシリコン酸化物を支持する基板層の消耗が回避
される。これは、熱酸化法により酸化物を形成する場合とは異なる。
【００１３】
　しかし、「ＴＥＯＳ　ＬＰＣＶＤ」法により堆積された二酸化シリコン層の粗さは、熱
的に酸化された層の粗さよりも遥かに大きい。参考までに、厚さ１５０ｎｍのＴＥＯＳ酸
化膜の表面粗さは、１μｍ×１μｍのスキャン幅にわたって５Å　ＲＭＳを超えるが、熱
的酸化物の粗さは、同じスキャン幅にわたって約１．５０Å　ＲＭＳ付近である。
【００１４】
　また、例えば、前駆物質としてシラン（ＳｉＨ４）を使用したＬＰＣＶＤによる堆積や
、プラズマ励起化学気相成長（ＰＥＣＶＤ）のような、他の堆積方法も知られている。こ
の主題に関する更なる情報は、Wolf and Tauberによる論文"Chemical Vapour deposition
 of amorphous and polycrystalline films", Silicon processing for the VLSI ERA, v
ol 1, pp 189-207, Process Technologyに与えられている。
【００１５】
　しかし、これらの堆積方法は、非常に粗さの大きい絶縁層をもたらす。
【００１６】
　更に、当該粗さは、堆積される層の厚さと共に増加する。
【００１７】
　その結果、厚い絶縁層（例えば酸化膜）、別言すると、厚さが２０ｎｍを超える（これ
はＳＯＩタイプの製品を製造する際には頻繁に起こるケースである）絶縁層は通常、非常
に良好な品質の分子結合のために課される制約条件とは両立しない粗さで製造される。こ
の場合、商品名「スマートカット（Smart Cut）（登録商標）」で知られる層転写を適用
する状況下で接合を可能とするためには、粗さは、１μｍ×１μｍのスキャン幅にわたっ
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て、５Å　ＲＭＳ未満とする事が好ましく、更には２Å　ＲＭＳ未満とする事が好ましい
。
【００１８】
　最先端技術では既に、基板をプラズマ処理にかける事があり得る。
【００１９】
　接合される表面の「プラズマ処理」とは、この表面をガスプラズマにさらすことと定め
られ、当該プラズマ処理は、（接合される表面同士を接触させるのに先立って）特に真空
下又は大気圧下で行うことが可能である。
【００２０】
　この処理は、内部で処理が行われるチャンバに供給するガスの種類及び流量又は圧力の
ような様々なエクスポージャパラメータ、及びパワー密度を制御することで行われる。
【００２１】
　その効果により、このようにして処理される基板の表面層の構造が改変される。
【００２２】
　２つのタイプの処理を区別することにする。以下「活性化プラズマ」と呼ぶ第１の処理
は、２つの層間の結合エネルギーを向上させるものである。以下「平滑化プラズマ」と呼
ぶ第２の処理は、このようにして処理された層の表面粗さを減少させるものである。
【００２３】
　プラズマ印加パラメータ、及び、特にエネルギーは、これら２つのケースで異なってい
てもよい。
【００２４】
　D.M.Hansen et al.による"Chemical role of oxygen plasma in water bonding using 
borosilicate glasses", Applied Physics Letters, Volume 79, number 21, 19 Novembe
r 2001というタイトルの論文は、ＬＰＣＶＤにより堆積されたホウケイ酸塩の薄い層の活
性化プラズマの方法について説明している。
【００２５】
　ホウケイ酸塩タイプのガラスは、三酸化ホウ素（Ｂ２Ｏ３）と二酸化シリコン（ＳｉＯ

２）との混合体である。
【００２６】
　この論文で説明された実験は、３０ｍＴｏｒｒ（１ｍＴｏｒｒ＝１．３３×１０－１Ｐ
ａ）というチャンバ内部の圧力で、０．６Ｗ／ｃｍ２の５分間にわたるＲＩＥ（反応性イ
オンエッチング）方式の酸素プラズマにより、厚さ約３０オングストローム（３ｎｍ）の
ホウケイ酸塩の層を処理することに関する。
【００２７】
　得られた結果は、接合が改善された事を示しており、処理された表面の粗さがこの活性
化プラズマ処理に影響されない事を示している。
【００２８】
　"Surface energy as a function of self-bias voltage in oxygen plasma wafer bond
ing", Sensors and Actuators 82 (2000) 239-244というタイトルの論文で、D.Pasquarie
llo et al.は、このようにして処理されたシリコンウェーハの結合エネルギーに対する、
酸素プラズマイオンの運動エネルギーの影響について研究した。
【００２９】
　試験によれば、初期粗さが０．９Å　ＲＭＳのシリコンウェーハが、１μｍ×１μｍの
スキャン幅にわたって約０．６０Å　ＲＭＳの粗さとなり得ることが示された。
【００３０】
　また、著者は、プラズマイオンの運動エネルギーは、このようにして処理された基板の
平滑化品質に対しては、全く何の影響力も持たないと結論付けている。
【００３１】
　更に、Moriceau et al.による論文"Interest of a short plasma treatment to achiev
e high quality Si-SiO2-Si bonded structures", Abstract No. 1006, ECS 2003では、
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ＳｉＯ２の熱酸化膜に対するプラズマの平滑化効果が示された。しかし、この論文は、か
なり初期粗さの小さい酸化膜（０．５μｍ×０．５μｍから２０μｍ×２０μｍのスキャ
ンにわたって２．３Å　ＲＭＳ）のみに関するものである。この論文は、スマートカット
（登録商標）タイプの注入により、酸化膜を支持する基板内に、脆化域（embrittlement 
zone）を形成する可能性については言及しておらず、その結果、後続の層転写の間に観察
される平滑化プラズマの潜在的に有利な効果についても言及していない。
【００３２】
　最後に、米国特許出願公開第２００４／０１２４４１６号の文書は、誘電体材料の層の
粗さを、プラズマ処理により減少させる方法について説明している。
【００３３】
　しかし、この文書は、平滑化プラズマ処理と層転写の前の接合との間に、原子種の注入
のためのスマートカット（登録商標）タイプの処理を行う可能性について、言及していな
い。転写された層上に観察される欠陥の個数を減少させるという有益な効果については、
全く予見されていない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　対照的に、本発明の目的は、必要とされず又は酸化によっては第１の基板上に形成する
ことができず、且つ初期粗さが大きいような厚い絶縁層の粗さを、著しく減少させること
である。
【００３５】
　本説明において、「粗い」層とは、２μｍ×２μｍのスキャンにわたって３オングスト
ロームＲＭＳ以上の粗さ（好ましくは約３から２０オングストロームＲＭＳの粗さ）を有
する層を意味する。
【００３６】
　本発明の別の目的は、原子種の注入により得られる脆化域を備え、且つ粗さの大きい厚
い絶縁層により覆われた、中間基板（intermediate substrate）を製造する方法を提供す
ることであり、この中間基板は、転写された層が欠陥をほとんど又は全く含まないような
基板を得るために、場合によっては後に、接合及び層転写方法において使用される。
【００３７】
　これを実現するために、本発明は、エレクトロニクス、オプトエレクトロニクス、及び
光学の分野で使用するための基板を製造する方法であって、
　ａ）２０ｎｍ以上の厚さを有し、２μｍ×２μｍのスキャン幅にわたって３オングスト
ロームＲＭＳ以上の粗さを有する絶縁層を、第１のいわゆる「ドナー」基板上に堆積する
ステップと、
　ｂ）内部のガス圧力が０．２５Ｐａを超えるチャンバ内で形成されたガスプラズマを用
いて、前記絶縁層の自由表面の平滑化処理（smoothing treatment）を行うステップであ
って、前記プラズマは、無線周波発生器（radiofrequency generator）を用いて生成され
、該無線周波発生器は、前記絶縁層に０．６Ｗ／ｃｍ２よりも大きいパワー密度を印加で
きるようなパワーで動作し、前記平滑化処理の継続時間は、少なくとも１０秒であるよう
なステップと、
　ｃ）前記ドナー基板の内部に原子種を注入することで脆化域を形成し、いわゆる「活性
」層と残りの部分とを区切るステップと、
　を少なくとも備え、
　ステップａ）乃至ｃ）は、この順番で行われることを特徴とする方法に関する。
【００３８】
　単独で又は組み合わせで得られる、本発明のその他の有利で非制限的な特徴によれば、
前記方法は、
　ｄ）前記絶縁層の前記自由表面上への、「レシーバー」と呼ばれる第２の基板の分子結
合を行うステップと、
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　ｅ）前記残りの部分を取り除くステップと、
　を備え、
　ステップｄ）及びｅ）は、ステップｃ）の後に行われる。
【００３９】
　前記方法は、ステップａ）で堆積された前記絶縁体についての緻密化アニーリングステ
ップ（densification annealing step）を備え、前記アニーリングは、７００℃から１０
００℃の温度で、数分間から数時間の継続時間にわたり、酸化雰囲気中又は中性雰囲気中
で行われる。
【００４０】
　前記緻密化アニーリング処理は、前記平滑化プラズマステップｂ）の後の、前記原子種
注入ステップｃ）の前に行われる。
【００４１】
　前記平滑化プラズマ処理は、０．６Ｗ／ｃｍ２から１０Ｗ／ｃｍ２のパワー密度、０．
２５Ｐａから３０Ｐａという前記チャンバ内部のガス圧力、且つ１０秒から２００秒の処
理時間で行われる。
【００４２】
　前記チャンバ内部の前記ガス圧力は、３Ｐａから１３Ｐａであり、好ましくは約７Ｐａ
である。
【００４３】
　前記平滑化プラズマ処理ステップｂ）の前記継続時間は、約３０から１２０秒である。
【００４４】
　前記平滑化プラズマを形成するのに用いられる前記ガスは、酸素（Ｏ２）、アルゴン（
Ａｒ）、窒素（Ｎ２）、又はこれらのガスの混合物、の中から選択される。
【００４５】
　前記平滑化プラズマ（ＳＰ）を形成するのに用いられる前記ガスは、該プラズマを形成
するための原子の種類（nature）が、処理対象の前記絶縁層（２）を形成する原子の内の
少なくとも１つと同じになるように選択される。
【００４６】
　ステップｃ）とステップｄ）との間に、内部のガス圧力が約７Ｐａのチャンバ内で形成
されたガスプラズマを用いて、前記絶縁層の活性化プラズマ処理（activation plasma tr
eatment）が行われ、前記プラズマは、無線周波ＲＦ発生器を用いて生成され、該無線周
波ＲＦ発生器は、前記絶縁層に０．２Ｗ／ｃｍ２を超えるパワー密度を印加できるような
パワーで動作し、前記平滑化処理の前記継続時間は、少なくとも５秒である。
【００４７】
　前記活性化プラズマ処理は、０．２Ｗ／ｃｍ２から３Ｗ／ｃｍ２のパワー密度、且つ５
秒から６０秒の処理時間で行われる。
【００４８】
　前記絶縁層の前記厚さは、２００ｎｍ以上である。
【００４９】
　前記絶縁体は、減圧化学気相成長ＬＰＣＶＤ法により得られる。
【００５０】
　前記絶縁体は、酸化物である。
【００５１】
　前記酸化物は、テトラエチルオルトシリケートから出発する減圧化学気相成長法（ＴＥ
ＯＳ　ＬＰＣＶＤ）により得られる二酸化シリコンである。
【００５２】
　前記二酸化シリコン（ＳｉＯ２）は、４０Ｐａから２００Ｐａの圧力で堆積される。
【００５３】
　前記絶縁体は、窒化物又は酸窒化物である。
【００５４】
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　前記活性層は、シリコンを含む。
【００５５】
　前記活性層は、ひずみシリコンを含む。
【００５６】
　本発明のその他の特徴や利点は、添付の図面を参照しつつ、以下に与える説明を読んだ
後に明らかになるであろう。この説明は、１つの可能な実施形態を、決して限定的なもの
としてではなく、ガイダンスとして提示する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
　図１を参照するに、この図は、本発明の方法の第１の実施形態における種々のステップ
を示す。
【００５８】
　図１Ａ及び図１Ｂはそれぞれ、厚い絶縁層２の堆積により覆われる前、及び覆われた後
のドナー基板１を示す。絶縁層２が堆積された面と反対のドナー基板１の面は、「背面」
と呼ばれ、参照符号１３と表示されている。
【００５９】
　ドナー基板１は、単一層又は複数層とすることができる。ドナー基板１は通常、半導体
材料（例えばシリコン）から製造される。
【００６０】
　また、ドナー基板１は、ひずみシリコンのようなひずみ材料を含んでいてもよい。ひず
みシリコンの場合には、基板は通常、複数層であり、更に、ひずみ材料層は、支持材料の
層上へのエピタキシーにより得られる。
【００６１】
　絶縁体２は例えば、窒化物層又は酸窒化物層でもよく、好ましくは酸化物層でもよい。
【００６２】
　絶縁層の厚さは、２０ｎｍ以上であり、好ましくは２００ｎｍ以上である。絶縁層の粗
さは、２μｍ×２μｍのスキャン幅にわたって３オングストロームＲＭＳ以上である。
【００６３】
　本発明によれば、次のステップは、平滑化プラズマステップ（該ステップで用いられる
方法については後述する）である。これは、図１Ｃに示されている。参照符号ＳＰは、用
語「平滑化プラズマ」に対応する。
【００６４】
　最後に、図１Ｄに示すように、原子種の注入ステップが行われる。
【００６５】
　この注入は、ドナー基板１の内部に脆化域１０を形成する手段を提供する。ドナー基板
１の内部の脆化域１０は、上部の薄い層１１を、該基板の残りの部分１２と区切る。
【００６６】
　「薄い層」という表現は、数十又は数百ナノメートルの厚さの層を指す。
【００６７】
　これらの注入方法の全般的な説明については、書籍"Silicon on Insulator Technologi
es", Materials to VLSI, 2nd Edition (Jean－Pierre Colinge)、又は「スマートカット
」タイプ（登録商標）の方法に関する文献を参照されたい。
【００６８】
　本発明によれば、ちょうどここで説明した３つのステップ、即ち、それぞれ図１Ｂ、図
１Ｃ、及び図１Ｄに示した絶縁体堆積、平滑化プラズマＳＰ処理、及び原子種の注入が、
この順序で行われる必要がある。しかし、後述するように、補足的ステップを、これら３
つのステップ間に挿入してもよい。
【００６９】
　注入ステップの終わりに、エレクトロニクス、オプトエレクトロニクス、及び光学の分
野で利用可能な接合及び層転写方法において使用可能な、「中間基板」と呼ばれる基板４
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が得られる。
【００７０】
　これらのステップは、図１Ｅ及び図１Ｆに示されている。
【００７１】
　図１Ｅに示すように、本方法は、レシーバー基板３を中間基板４の絶縁層２の自由表面
２０上に接合させることにより継続することができる。
【００７２】
　レシーバー基板３は、半導体材料で形成される。
【００７３】
　次のステップは、脆化域１０に沿った、ドナー基板１の残りの部分１２の切り離し（de
tachment）である。
【００７４】
　このようにして、図１Ｆに示す最終的な複合基板５が得られる。この複合基板５では、
絶縁層２が、半導体材料３の層と半導体材料１１の層という２つの層の内側に挿入されて
いる。
【００７５】
　この図には示していないが、レシーバー基板３は複数層としてもよい。
【００７６】
　図２は、先のプロセスの変形形態を示す。同じ要素には同じ参照数字が付されている。
【００７７】
　この変形形態は、２つの追加ステップを含む点において、先の実施形態と区別される。
一方は、図２Ｄに示す緻密化熱処理であり、他方は、図２Ｆに示す活性化プラズマ処理で
ある。
【００７８】
　このプロセスのその他のステップは、図１に関して上述されたものと同じであり、同じ
参照数字を有している。
【００７９】
　基板１上に堆積された絶縁体２の緻密化アニーリングステップは、オプションではある
が推奨される。
【００８０】
　この緻密化アニーリングステップは、原子種注入ステップの前に行われる。
【００８１】
　また、緻密化アニーリングステップは好ましくは、平滑化プラズマ（ＳＰ）ステップの
後に行われる。しかし、これは図に示されていないが、緻密化アニーリングステップは、
絶縁体堆積の後の、平滑化プラズマステップの前に行うことも可能である。
【００８２】
　活性化プラズマ（ＡＰ）処理は、オプションである。活性化プラズマ処理は、平滑化プ
ラズマ（ＳＰ）処理が行われる面上、別言すると、図２Ｆに示すように、面２０上に行う
ことができる。また、この処理は、面２０上に接合される基板３の面３０上に行うことも
できる。また、この処理は、２つの面２０及び３０上に行うこともできる。
【００８３】
　参照符号ＡＰは、活性化プラズマ処理を意味する活性化プラズマを表す。
【００８４】
　最後に、図には示していないが、活性化プラズマ（ＡＰ）前及び／又は活性化プラズマ
（ＡＰ）後の清浄化処理は、原子種の注入後の、活性化プラズマの前に、又は活性化プラ
ズマ後の、レシーバー基板３の接合前に、後述の方法に従って行ってもよい。
【００８５】
　ここで、上述した種々のステップを行う方法について、更に詳細に説明する。
【００８６】
　［絶縁層の堆積方法］
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　絶縁層２は、ドナー基板１上に、堆積により、特に、気相化学成長により、好ましくは
、ＬＰＣＶＤとして知られる減圧下での化学気相成長により形成される。
【００８７】
　また、ＰＥＣＶＤとして知られるプラズマ励起化学気相成長等、別の方法も使用可能で
ある。この主題に関する更なる情報は、Wolff and Tauberによる上述の論文に与えられて
いる。
【００８８】
　本方法の本ステップは、化学気相成長用の反応器を用いて行ってもよい。該反応器は、
内部に基板が収容される処理チャンバを備える。次に、種々の化学試薬が、種々のガス状
成分間の化学反応後に絶縁層２が形成されるように、このチャンバの内部にガス流の形を
とって高温及び減圧下で導入される。
【００８９】
　本発明が目的とする用途の１つは、ＳＯＩタイプの基板を製造することにある。
【００９０】
　この場合、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）に関する好ましい変形形態では、以下の化学反
応によるテトラエチルオルトシリケート（ＴＥＯＳ）を用いて、後述又は前述の用語ＴＥ
ＯＳ　ＬＰＣＶＤの名で知られる堆積物を形成する。
【００９１】
　Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４（気体）－＞　ＳｉＯ２（固体）＋２Ｃ２Ｈ４（気体状）＋２Ｃ
Ｈ３ＣＨ２ＯＨ（気体状）
　ＬＰＣＶＤ反応器チャンバの内部の圧力は、３００ｍＴｏｒｒから１．５Ｔｏｒｒ（即
ち４０Ｐａから２００Ｐａ）であり、好ましくは７５０ｍＴｏｒｒ付近（即ち１００Ｐａ
付近）である。
【００９２】
　二酸化シリコンの厚さは、少なくとも２０ｎｍとなるように、即ち、２００ｎｍ以上か
つ数マイクロメートルまでとなるように調整される。
【００９３】
　［緻密化アニーリング］
　緻密化アニーリングは、７００℃から１０００℃の温度での、数分間から数時間の継続
時間にわたる、酸化雰囲気中又は中性雰囲気中での熱処理により行われる。
【００９４】
　その目的は、絶縁体をより緻密化すること、及び炭素を含む種を除去することにある。
【００９５】
　［平滑化処理又は活性化プラズマ処理を行うためのユニットの構成］
　当該処理は、プラズマチャンバを備えるユニットを用いて行われ、当プラズマチャンバ
の内部では、ガス状雰囲気の圧力及び組成が制御される。いくつかのタイプのそのような
ユニットが存在する。
【００９６】
　従って、本発明は、略語「ＲＩＥ」で知られる「反応性イオンエッチング」ユニットを
用いて行ってもよい。当該ユニットは、単一のＲＦ（無線周波）発生器を備え、当該発生
器は、活性化対象及び／又は平滑化対象の絶縁層２で覆われた基板１を支持するチャンバ
の内部に配置された電極に、容量性結合を介して供給を行う。
【００９７】
　この単一のＲＦ発生器は、プラズマを発生させることができる（即ち、その種を励起す
ることができる）。
【００９８】
　活性化パラメータの１つであり、本文中で使用されている用語「パワー」は、より正確
には、発生器のパワーに相当する。
【００９９】
　この発生器のパワーを制御することにより、プラズマを励起させること、及び、活性化
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対象の絶縁層２の表面に衝突するプラズマのイオンの運動エネルギーを制御すること、の
両方が可能である。
【０１００】
　プラズマチャンバは更に、活性化対象の基板に接続されない第２の電極を備える。この
第２の電極は、接地される。
【０１０１】
　更なる変形形態では、本発明を、上述のユニットに類似するが、第２の電極が第２のＲ
Ｆ発生器に接続されているようなユニット、を用いて実施することも可能である。
【０１０２】
　この場合、（処理対象の絶縁層が接触していない電極に接続された）第２のＲＦ発生器
は、プラズマを発生させ且つ維持する。更に、この第２の発生器は、プラズマの密度を制
御するようにプログラムされる。第１の発生器のパワーを制御することによってできるの
は、処理対象の層の表面に衝突するプラズマのイオンの運動エネルギーを制限することだ
けである。
【０１０３】
　［平滑化プラズマパラメータ］
　プラズマのＲＦパワーは高い。そのパワーは、２００Ｗから３０００Ｗであり、２００
ｍｍ（ミリメートル）の直径の基板に対して、少なくとも０．６Ｗ／ｃｍ２、好ましくは
０．６Ｗ／ｃｍ２～１０Ｗ／ｃｍ２の範囲のパワー密度を与える。出願人は、プラズマ処
理のためのＲＦパワーが高くなるほど、絶縁層の粗さが低くなることを示した。
【０１０４】
　更に、このプラズマ処理の期間は、有利には少なくとも１０秒、好ましくは１０秒から
２００秒の範囲内、通常は３０秒から６０秒の範囲内にある。また、出願人は、プラズマ
処理期間が長くなるほど、絶縁層の表面がより平滑になることも示した。
【０１０５】
　プラズマを形成するのに使用する気体は、酸素、窒素、又はアルゴン、又はこれらの気
体の組み合わせ（Ａｒ＋Ｏ２、Ａｒ＋Ｎ２、Ｏ２＋Ｎ２、Ａｒ＋Ｏ２＋Ｎ２）としてもよ
い。また、平滑化処理は、２ステップで行ってもよい。即ち、例えば、高パワーでアルゴ
ンプラズマ中に６０秒、次に、より中程度のパワーでＯ２プラズマ中に３０秒、という２
ステップで行ってもよい。
【０１０６】
　好ましくは、平滑化プラズマ処理は、処理される絶縁層を形成する原子の少なくとも１
つと同じ種類の気体原子を用いて行われる。例えば、その結果は、酸化シリコン層を平滑
にするための酸素プラズマ平滑化処理となり、及び、窒化シリコン層を平滑にするための
窒素プラズマとなる。
【０１０７】
　このタイプのプラズマ処理の間は、処理される材料のストイキオメトリを変化させない
事が好ましく、従って、処理される材料の化学的性質を変化させない事が好ましい。
【０１０８】
　使用される圧力値は、一般的に２ｍＴｏｒｒを超え、好ましくは２ｍＴｏｒｒ～２００
ｍＴｏｒｒの範囲内、好ましくは２０ｍＴｏｒｒ～１００ｍＴｏｒｒの範囲内、より好ま
しくは５０ｍＴｏｒｒ付近である（即ち、０．２５Ｐａを超え、好ましくは０．２５Ｐａ
～３０Ｐａの範囲内、好ましくは３Ｐａ～１３Ｐａの範囲内、より好ましくは７Ｐａ付近
である）。
【０１０９】
　平滑化処理は、強い接合を得る事とは必ずしも両立しないような高いエネルギーで特に
長い時間にわたって行われるが、特に上述のように平滑化が２ステップで行われる場合に
おいて、初期粗さ、及び注入される面の選択により、平滑化と活性化の両方に作用するよ
うな本方法のパラメータが採用可能となるような状況が、排除されてしまうことはない。
【０１１０】
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　また、平滑化プラズマ処理は、開始時の表面の粗さが端部で（又は中央部で）より粗い
場合には、意図的にウェーハ端部で（又はウェーハ中央部で）より強くして、均一な最終
的粗さを得るようにしてもよい。当業者は、このタイプの差異（中央部／端部）の補正を
行って、プラズマの均一性を変化させるのに必要なパラメータ（圧力、中央部／端部のパ
ワー密度の差異、中央部と端部との間の異なる流量等）に気付くであろう。
【０１１１】
　［活性化プラズマ前及び／又は活性化プラズマ後の洗浄］
　任意の汚染を避けるために、例えば「ＲＣＡ」として知られる化学的処理により、活性
化対象の表面の強力な洗浄を行ってもよい。
【０１１２】
　「ＲＣＡ」処理では、
　水酸化アンモニウム（ＮＨ４ＯＨ）、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）、及び脱イオン水の混合
体を含む、頭字語「ＳＣ１」（標準洗浄剤１：standard clean 1）で知られる溶液、によ
る第１の浴（first bath）と、
　塩酸（ＨＣｌ）、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）、及び脱イオン水の混合体を含む、頭字語「
ＳＣ２」（標準洗浄剤２：standard clean 2）で知られる溶液、による第２の浴（second
 bath）と、
　を順番に用いて表面を処理する。
【０１１３】
　［活性化プラズマパラメータ］
　活性化プラズマ処理は、レシーバー基板との結合エネルギーを更に増加させるために、
有利には、平滑化プラズマよりも低いパワー、例えば、０．２Ｗ／ｃｍ２から３Ｗ／ｃｍ
２のＲＦパワー密度、好ましくは、約０．６Ｗ／ｃｍ２のＲＦパワー密度で行われる。
【０１１４】
　好ましくは、用いられる処理時間は、５秒から６０秒であり、チャンバ内部のガス圧力
は、約７Ｐａ（５０ｍＴｏｒｒ）である。
【０１１５】
　本発明の方法の有効性を示すために、様々な試験を行った。
【０１１６】
　［試験１］
　以上のように処理された絶縁層の粗さを中央と端部の双方で調べるために、種々の平滑
化プラズマ（ＳＰ）処理パラメータを変化させながら、いくつかの基板について試験を行
った。
【０１１７】
　この粗さ測定は、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）により行った。
【０１１８】
　試験は、ＴＥＯＳ　ＬＰＣＶＤ堆積により得られた二酸化シリコンからなる絶縁層につ
いて行った。ＳｉＯ２絶縁層の厚さは、１４５ｎｍであり、平滑化プラズマ処理前の当該
絶縁層の初期粗さは、２μｍ×２μｍのスキャン幅にわたって４～４．５Å　ＲＭＳ程度
であった。
【０１１９】
　２５０Ｗ、６００Ｗ、及び１０００Ｗのプラズマパワーをそれぞれ、１０秒、３０秒、
及び６０秒の時間にわたって使用した。直径２００ｍｍのウェーハに関する酸素プラズマ
についての結果を、以下の表に与える。
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【表１】

【０１２０】
　粗さの値は、２μｍ×２μｍのスキャン幅にわたるオングストロームＲＭＳで表されて
いる。
【０１２１】
　これらの結果を、図３から図６のグラフに示す。
【０１２２】
　また、これらの結果を、図３から図６にも示す。
【０１２３】
　これらの結果は、粗さの初期的な改善を示しており、この改善は、高いパワーの平滑化
プラズマ（好ましくは少なくとも６００Ｗ、又はより好ましくは１０００Ｗ）の使用と、
長い期間に応じて、強くなっている。
【０１２４】
　また、このプラズマ処理の終わりに、出願人は、二酸化シリコンが良好な均一性を保持
していることを観察した。
【０１２５】
　粗さの減少は、実際に生じており、低い温度で生じ、後続の化学機械研磨ステップを不
要にする。
【０１２６】
　この理由から、処理された絶縁層は、非常に高品質な接合をレシーバー基板上に形成す
るのに使用することができ、続いて、これもまた高品質な切り離しによる層転写を形成す
るのに使用することができ、これにより、ブリスタ（blister）、排除域（「排除リング
」）、点腐食、又は非転写域の形成に関する任意の問題が回避される。
【０１２７】
　［試験２］
　薄いひずみシリコン層とシリコン支持層との間に挿入された平滑化されたＴＥＯＳ酸化
膜を備えるｓＳＯＩ（straind Silicon On Insulator）基板について、他の補足的な試験
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を行った。この場合、平滑化パワーは、直径２００ｍｍのウェーハに対して約６０秒間、
約１０００Ｗとした。これは、３Ｗ／ｃｍ２のパワー密度に相当する。平滑化中に使用し
たガス圧力は、５０ｍＴｏｒｒ（約７Ｐａ）であった。
【０１２８】
　得られた結果を、以下の表に示す。
【表２】

【０１２９】
　更に、上述のｓＳＯＩタイプの基板について、比較試験も行った。薄いひずみシリコン
層１１を転写した後、これらの基板のいくつかについては、それらの製造中に上述の平滑
化プラズマ処理を行い、一方、その他の基板については、これを行わなかった。
【０１３０】
　得られた結果を、図７に示す。図７において、Ｎは欠陥の個数を表し、０及び１はそれ
ぞれ、平滑化プラズマによる処理の不実施及び実施を示す。
【０１３１】
　参照符号ａ～ｆは、
　ａ：大きな非転写域（１．５ｍｍよりも大きな直径）
　ｂ：小さな非転写域（０．５ｍｍと１．５ｍｍとの間の直径）
　ｃ：微小な非転写域（０．５ｍｍよりも小さな直径）
　ｄ：ブリスタ
　ｅ：微小なブリスタ
　ｆ：点腐食（ウェーハ端部の非転写域）
　を意味する。
【０１３２】
　このように、本発明の平滑化プラズマにより、ウェーハ当たりの欠陥の個数は、約百個
から、約十個又は更に少ない個数に減少した。
【０１３３】
　［試験３］
　平滑化プラズマが結合時間（bonding time）に及ぼす効果を調べるために、他の試験を
行った。
【０１３４】
　ＬＰＣＶＤ堆積及びＴＥＯＳにより得られたＳｉＯ２層で覆われたシリコンからなる基
板と、同様にシリコンからなるレシーバー基板と、の間の結合時間（別言すると、当該基
板と当該レシーバー基板との間の結合波の持続時間）の測定を行った。
【０１３５】
　試験は、直径２００ｍｍの複数の基板の種々のバッチについて行った。これらの基板に
おいて、酸化膜は、２μｍ×２μｍのスキャン幅にわたって３オングストロームＲＭＳか
ら６オングストロームＲＭＳまでの様々な表面粗さを有していた。これらの酸化膜につい
ては、１０００Ｗから１５００Ｗのパワーで、即ち、直径２００ｍｍについて６０秒から
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滑化プラズマ処理を行った。
【０１３６】
　チャンバ内のガス圧力は、５０ｍＴｏｒｒ（約７Ｐａ）であった。
【０１３７】
　図８は、平滑化プラズマ処理が行われなかった酸化膜について得られた結果を示す。図
８は、秒で表された結合波の持続時間ｔを、この結合時間を有する結合波の数ＮＯの関数
として表している。
【０１３８】
　図９は、本発明の平滑化プラズマ処理が行われた酸化膜について得られた結果を示す。
【０１３９】
　平滑化プラズマ処理が行われなかった場合、結合波の平均持続時間又は結合時間は、３
３秒の標準偏差を有する４３．７秒であったが、平滑化プラズマの後では、結合時間は、
０．５秒の標準偏差を有する８．６秒まで減少した、ことが観察される。
【０１４０】
　従って、平滑化プラズマ処理は、結合時間を減少させ、その結果、この結合をより均一
かつ再現可能にする結合エネルギーを増加させるような効果を有する。
【０１４１】
　［試験４］
　直径２００ｍｍの複数のｓＳＯＩウェーハについて、試験を行った。これらの基板は、
強い表面トポロジーを有するひずみシリコン層を備え、且つ、該ひずみシリコン層上に、
１６５０オングストローム（１６５ｎｍ）程度の厚さ（１６００オングストロームから１
７００オングストローム、１６０ｎｍから１７０ｎｍの厚さ）のシリコン酸化層がＴＥＯ
Ｓ　ＬＰＣＶＤ堆積により堆積されたような、ドナー基板で形成されていた。
【０１４２】
　トポロジーの概念と粗さの概念は、区別すべきである。粗さは、微視的（microscopic
）な尺度で評価される。一方、トポロジーの概念は、巨視的（macroscopic）な尺度で評
価され、約１ｃｍ２の領域の表面の最高ピークと最低ピークとの間の差（「山対谷：peak
 to valley」）を表す。
【０１４３】
　ドナーの強くひずんだシリコントポロジーは、ドナー上に堆積される絶縁層のトポロジ
ーに対する影響力を有する。
【０１４４】
　シリコン酸化膜の初期粗さは、２μｍ×２μｍのスキャンにわたって４～６オングスト
ロームＲＭＳであった。
【０１４５】
　後述の種々の処理が、これらのドナー基板の種々のバッチに加えられ、次に、シリコン
レシーバー基板が、各ドナー基板の酸化層上に加えられた。更に、ひずみシリコン層が、
ドナー基板から取り除かれて、レシーバー基板上に転写され、最終基板が形成された。
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【表３】

【０１４６】
　標準的な平滑化（standard smoothing）は、内部のガス圧力が５０ｍＴ（即ち７Ｐａ）
のチャンバ内で形成された酸素プラズマを用いて得られた。このプラズマは、３ワット毎
平方センチメートル程度のパワー密度で動作する無線周波ＲＦ発生器、及び６０秒の処理
時間により生成された。酸素の流量は、７５ｓｃｃｍであった。
【０１４７】
　中程度の平滑化（mild smoothing）は、内部のガス圧力が１５０ｍＴ（即ち約２０Ｐａ
）のチャンバ内で形成された酸素プラズマを用いて得られた。このプラズマは、１．５ワ
ット毎平方センチメートル程度のパワー密度で動作する無線周波ＲＦ発生器、及び６０秒
の処理時間により生成された。酸素の流量は、２００ｓｃｃｍメートルであった。
【０１４８】
　熱アニーリングによる酸化膜の緻密化は、約８５０℃での２時間の熱処理によって達成
された。
【０１４９】
　原子種は、約３０ｋｅＶ、即ち、６．１０１６Ｈ＋／ｃｍ２程度の線量のイオンの注入
によって注入された。
【０１５０】
　レシーバー基板の活性化プラズマ（ＡＰ）は、５０ｍＴｏｒｒ（約７Ｐａ）の圧力で、
２５０Ｗのパワーで、７５ｓｃｃｍ（標準立方センチメートル）の酸素流量の下、約１０
秒間行われた。
【０１５１】
　この層の転写後に得られた結果を、図１０に示す。
【０１５２】
　この図は、同じタイプの試験の様々な基板に関し、欠陥カテゴリー毎に観察された欠陥
の個数を示す。
【０１５３】
　図の使用符号の説明は、次の通りである。

【数１】

【０１５４】
　第１の結果、特に、試験Ａ～Ｃについての第１の結果を見ると、次のように結論付ける
ことができる。即ち、平滑化プラズマが原子種の注入前に行われると、印加されるプラズ
マ処理（標準的か中程度か）に拘らず、且つ、それが緻密化の前に印加されるか後に印加
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されるかに拘らず、欠陥の個数が少ないという点において良好な結果が得られる。
【０１５５】
　試験Ｄ及びＥを見ると、次のことが観察される。即ち、平滑化処理が原子種の注入後に
行われた場合、得られた結果は著しく良くない。
【０１５６】
　その上、試験Ｄと試験Ｅとの比較により、レシーバー基板の活性化プラズマ（ＡＰ）は
取り除き後に観察される欠陥の個数を減少させることができた、事が示される。
【０１５７】
　ひずみシリコンタイプのドナー基板への注入前に行われる平滑化により間接的にもたら
される活性化は、平滑化プラズマ処理後に行われる種々の連続的な処理によって減少さら
には除去されることが推定される。
【０１５８】
　実施された種々の試験により、本発明の優位性が示された。
【０１５９】
　平滑化プラズマ（ＳＰ）処理の効果は、厚い絶縁体の粗さを減少させることである。平
滑化プラズマ処理に続いてスマートカット（登録商標）タイプの注入を行うことにより、
これを行わなければ絶縁体に影響が及び得るような化学的活性化の影響を取り除くことが
できる。
【０１６０】
　また、本発明の方法は、高い「山対谷」値を持つ強いトポロジーを備える基板にも特に
適している。なぜならば、このような基板の粗さは本方法によって減少できることが示さ
れたからである。
【０１６１】
　更に、このタイプの基板では通常、強いトポロジー域が端部に置かれており、これら端
部は、基板が活性化される場合、層転写中に欠陥が現れる場所である。従って、活性化を
防ぐ本発明の方法のステップの連鎖が、大変適している。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１Ａ】本発明の方法の第１の実施形態のステップを表す図である。
【図１Ｂ】本発明の方法の第１の実施形態のステップを表す図である。
【図１Ｃ】本発明の方法の第１の実施形態のステップを表す図である。
【図１Ｄ】本発明の方法の第１の実施形態のステップを表す図である。
【図１Ｅ】本発明の方法の第１の実施形態のステップを表す図である。
【図１Ｆ】本発明の方法の第１の実施形態のステップを表す図である。
【図２Ａ】本発明の方法の第２の実施形態のステップを表す図である。
【図２Ｂ】本発明の方法の第２の実施形態のステップを表す図である。
【図２Ｃ】本発明の方法の第２の実施形態のステップを表す図である。
【図２Ｄ】本発明の方法の第２の実施形態のステップを表す図である。
【図２Ｅ】本発明の方法の第２の実施形態のステップを表す図である。
【図２Ｆ】本発明の方法の第２の実施形態のステップを表す図である。
【図２Ｇ】本発明の方法の第２の実施形態のステップを表す図である。
【図２Ｈ】本発明の方法の第２の実施形態のステップを表す図である。
【図３】本発明のプラズマ処理後の二酸化シリコンの層の端部の粗さＲを、種々の印加時
間について、印加パワーの関数として表したグラフである。
【図４】本発明のプラズマ処理後の二酸化シリコンの層の端部の粗さＲを、種々のプラズ
マパワーレンジについて、時間の関数として表したグラフである。
【図５】二酸化シリコンの層の中央で行われた測定についての、図３のグラフと類似のグ
ラフである。
【図６】二酸化シリコンの層の中央で行われた測定についての、図４のグラフと類似のグ
ラフである。
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【図７】本発明の平滑化プラズマ処理の前及び後における、種々のタイプの欠陥の個数Ｎ
を示したグラフである。
【図８】平滑化プラズマ処理による影響を受けなかった絶縁層（ＳｉＯ２）に関し、秒で
表される結合波の持続時間ｔを、この結合時間内における結合波の数ＮＯの関数として表
したグラフである。
【図９】平滑化プラズマ処理による影響を受けた絶縁層（ＳｉＯ２）に関し、秒で表され
る結合波の持続時間ｔを、この結合時間内における結合波の数ＮＯの関数として表したグ
ラフである。
【図１０】本発明の方法の完了後又は比較例の方法の後に得られた基板上に観察された種
々のタイプの欠陥の個数を表したグラフである。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】
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【図２Ｄ】

【図２Ｅ】
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【図２Ｈ】
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(19) JP 4927080 B2 2012.5.9

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(20) JP 4927080 B2 2012.5.9

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100124372
            弁理士　山ノ井　傑
(72)発明者  ニコラ、ダバル
            フランス国グルノーブル、ブールバール、マレシャル、レクレル、１５
(72)発明者  セバスチアン、ケルディレ
            フランス国サン‐イスミエール、アンパス、ド、パゴニエール、２８１
(72)発明者  セシル、オルネット
            フランス国グルノーブル、プラス、デ、ティーウル、３

    審査官  加藤　俊哉

(56)参考文献  特開２００４－２５９９７０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００５－１５０６８６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－０４５９９６（ＪＰ，Ａ）
              特表２００３－５２３６２７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  21/02
              H01L  21/316
              H01L  27/12


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

