
JP 2009-513009 A 2009.3.26

(57)【要約】
　本発明は、基板上に薄膜のＧｅ層を有する構造体の処
理方法であって、該層は該基板に予め貼り合わされてお
り、該方法は、該層及び／又は該Ｇｅ層の下地層との界
面の電気特性を向上させる処理を含み、該処理は、５０
０℃～６００℃の温度で３時間を越えない処理時間で行
われる熱処理であることを特徴とする処理方法に関する
。
　本発明はまた、Ｇｅ層を備えた構造体を形成する方法
であって、該方法は、少なくともその上部に薄膜のＧｅ
層を含むドナー基板と受取基板との貼り合わせを行う工
程を包含し、（ａ）該Ｇｅ層が貼合界面の近傍に配置さ
れるように、該ドナー基板を該受取基板に貼り合わせる
工程と、（ｂ）該ドナー基板の該Ｇｅ層を含まない部分
を除去する工程と、（ｃ）上記処理方法にしたがって、
該受取基板及び該Ｇｅ層を含む構造体を処理する工程と
を包含していることを特徴とする方法に関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に薄膜のＧｅ層を有する構造体の処理方法であって、
　前記層は前記基板に予め貼り合わされており、
　前記方法は、前記層及び／又は前記Ｇｅ層のその下地層との界面の電気特性を向上させ
る処理を含み、
　前記処理は、５００℃～６００℃の温度で３時間を越えない処理時間で行われる熱処理
である
ことを特徴とする処理方法。
【請求項２】
　前記請求項に記載の処理方法において、
　前記熱処理は５２５℃～５７５℃の温度に対応する
ことを特徴とする処理方法。
【請求項３】
　前記請求項に記載の処理方法において、
　前記熱処理は５２５℃～５５０℃の温度に対応する
ことを特徴とする処理方法。
【請求項４】
　前記請求項に記載の処理方法において、
　前記熱処理は約５５０℃の温度に対応する
ことを特徴とする処理方法。
【請求項５】
　前記請求項に記載の処理方法において、
　前記熱処理は約１時間継続される
ことを特徴とする処理方法。
【請求項６】
　前記請求項に記載の処理方法において、
　前記熱処理は不活性雰囲気中で行われる
ことを特徴とする処理方法。
【請求項７】
　前記請求項のいずれかに記載の処理方法において、
　前記薄膜層は、約５０～約２００ナノメートルの厚さを有する
ことを特徴とする処理方法。
【請求項８】
　前記請求項のいずれかに記載の処理方法において、
　前記Ｇｅ層は、前記構造体の上部層であり、
　前記上部層は、直接的に又は貼合層のみを用いて貼り合わされている
ことを特徴とする処理方法。
【請求項９】
　前記請求項のいずれかに記載の処理方法において、
　前記基板はＳｉで形成されている
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１０】
　前記請求項のいずれかに記載の処理方法において、
　前記構造体は、前記薄膜層と前記基板との間に電気絶縁材料の層をさらに備えたことに
より、基板上の電気絶縁体層上に薄膜のＧｅ層を備えたゲルマニウム・オン・インシュレ
ータ構造体（「ＧｅＯＩ」構造体とも呼ぶ）を形成する
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１１】
　前記請求項に記載の処理方法において、
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　前記絶縁層は、少なくとも実質的に酸化物、窒化物又は酸窒化物、若しくは異なる種類
の層の積層体で構成されている、
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１２】
　前記請求項のいずれかに記載の処理方法において、
　前記構造体は、前記薄膜層に隣接したパシベーション層をさらに備えている
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１３】
　請求項１～１１のいずれかに記載の処理方法において、
　前記構造体は、前記薄膜層と前記構造体の残りの部分との間に界面層をさらに備えてお
り、前記界面層は、Ｇｅとの界面における電気特性及び／又は光学特性及び／又は結晶特
性を向上することができるような材料で構成されている
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の処理方法において、
　前記構造体は、前記薄膜層と前記構造体の残りの部分との間に界面層をさらに備えてお
り、前記界面層は、Ｇｅとの界面における電気特性及び／又は光学特性を向上することが
できるような材料で構成されている
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１５】
　Ｇｅ層を備えた構造体を形成する方法であって、
　前記方法は、少なくともその上部に薄膜のＧｅ層を含むドナー基板と受取基板との貼り
合わせを行う工程を包含し、
　　（ａ）前記Ｇｅ層が貼合界面の近傍に配置されるように、前記ドナー基板を前記受取
基板に貼り合わせる工程と、
　　（ｂ）前記ドナー基板の前記Ｇｅ層を含まない部分を除去する工程と、
　　（ｃ）前記請求項のいずれかに記載の処理方法にしたがって、前記受取基板及び前記
Ｇｅ層を含む構造体を処理する工程とを包含している
ことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記請求項に記載の構造体形成方法であって、
　前記方法は、工程（ａ）の前に、前記Ｇｅ層上にパシベーション層を形成する工程をさ
らに包含している
ことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記請求項に記載の構造体形成方法であって、
　前記パシベーション層はＧｅＯｘＮｙで構成され、初めに、次に挙げる技術のいずれか
を単独で又は組み合わせて用いて形成される：
　　・Ｇｅ表面を酸化させ、その後前記Ｇｅ酸化物を窒化するか、若しくは酸化と窒化を
この逆の順序で行う；
　　・ＮＨ３又はＮ２などの窒素前駆物質並びに水又は二酸素などの酸素前駆物質を用い
て熱処理を行う；
　　・前駆物質としてＮＨ３、Ｎ２、Ｏ２、又はＮ２＋Ｏ２の混合物を用いてプラズマ処
理を行う
ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の構造体形成方法であって、
　前記方法は、工程（ａ）の前に、Ｇｅとの界面における電気特性及び／又は光学特性を
向上させる材料を用いて、前記Ｇｅ層上に界面層を形成する工程をさらに包含する
ことを特徴とする方法。
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【請求項１９】
　請求項１６～１７のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　前記方法は、工程（ａ）の前に、前記パシベーション層上に、Ｇｅとの界面における電
気特性及び／又は光学特性及び／又は形態特性を向上させる材料を用いて界面層を形成す
る工程をさらに包含している
ことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１８～１９のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　前記界面層は、エピタキシ成長されたＳｉ、高誘電率（「ｈｉｇｈ－ｋ」）材料、Ｈｆ
Ｏ２、ＡｌＮを含む材料群のうちいずれか１つで構成されている
ことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１５～２０のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　工程（ａ）の前に、前記ドナー基板上及び／又は前記受取基板上に電気絶縁体の層を形
成する工程をさらに包含している
ことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　前記請求項に記載の構造体形成方法であって、
　前記形成された絶縁層は、少なくとも実質的に、ＳｉＯ２、ＨｆＯ２、ＳｒＴｉＯ３、
Ｔａ２Ｏ５、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３又はＹ２Ｏ３等の酸化物、若しくは、例え
ばＡｌ、Ｇｅ又はＳｉなどの窒化物又は酸窒化物で構成されている
ことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項１５～２１のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　前記絶縁層は、少なくとも実質的にＳｉＯ２で構成され、以下の技術、すなわち：
　・シランを用いた気相成長法；
　・ＴＥＯＳを用いた気相成長法；
　・前記Ｇｅ層上及び／又は前記受取基板のＳｉ表面上に予め形成されたＳｉ層の熱酸化
のうち１つを用いて形成される
ことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２１～２３のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　前記絶縁層の形成は、約５００℃以下の温度で行われる
ことを特徴とする方法。
【請求項２５】
　請求項２１～２４のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　６００℃以下の熱処理によって前記絶縁層を高密度化する工程をさらに含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　請求項１５～２５のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　工程（ａ）の前に、前記ドナー基板に原子種を注入して、前記Ｇｅ層の厚さと同様の深
さに脆弱領域を形成する原子種注入工程をさらに包含し、
　工程（ｂ）は、エネルギを供給して前記脆弱領域に存在する脆弱な結合部を破壊する、
エネルギ供給工程を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２７】
　請求項１５～２６のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　工程（ｂ）の後に、厚さの均一性及び表面の粗さが改善されるように、前記Ｇｅ層の仕
上げ工程をさらに包含している
ことを特徴とする方法。
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【請求項２８】
　前記請求項に記載の構造体形成方法であって、
　前記仕上げ工程は、前記Ｇｅ層の表面の粗さが約１～約５オングストロームＲＭＳとな
るように行われる
ことを特徴とする方法。
【請求項２９】
　請求項１５～２８のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　前記ドナー基板は、バルクＧｅ基板又は前記表面上に前記Ｇｅ層を備えた複合構造体で
ある
ことを特徴とする方法。
【請求項３０】
　Ｇｅ／ＳｉＯ２界面トラップの密度（「Ｄｉｔ値」）が５ｅ１３ｅＶ－１・ｃｍ－２以
下であるＳｉＯ２貼合層を介して基板に貼り合わされたＧｅ層を備えたＧｅＯＩ(Ge-on-i
nsulator)構造体。
【請求項３１】
　前記請求項に記載の構造体であって、
　前記Ｄｉｔ値が、４ｅ１３ｅＶ－１・ｃｍ－２以下である
ことを特徴とする構造体。
【請求項３２】
　前記請求項に記載の構造体であって、
　前記Ｄｉｔ値が、１ｅ１３ｅＶ－１・ｃｍ－２以下である
ことを特徴とする構造体。
【請求項３３】
　前記請求項に記載の構造体であって、
　前記Ｄｉｔ値が、７ｅ１２ｅＶ－１・ｃｍ－２以下である
ことを特徴とする構造体。
【請求項３４】
　前記請求項のいずれかに記載の構造体であって、
　前記Ｇｅ層と前記ＳｉＯ２層との間にパシベーション層及び／又は界面層を備えている
ことを特徴とする構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロエレクトロニクス分野におけるアプリケーション（例えばＭＯＳ製
造）及び／又はオプトエレクトロニクス分野におけるアプリケーション（例えば光検出器
）及び／又は光起電アプリケーション（例えば太陽電池）への使用を目的としたゲルマニ
ウム・オン・インシュレータ構造（「ＧｅＯＩ」構造とも呼ぶ）等の、ゲルマニウムの層
を基板上に備えた構造体の製造及び処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲルマニウムは、他の材料と比べて、当該材料内での電荷の移動度が高い（理論上のホ
ール移動度が１９００ｃｍ２Ｖ―１ｓ―１、電子移動度が３９００ｃｍ２Ｖ―１ｓ―１）
という特性のために、シリコンよりも有益な電気特性を有する。
【０００３】
　さらなるアプリケーションに応じて、例えば後の工程でその上部にトランジスタ又は集
積型検出器を形成するために、該層の表面全体に亘って、良好な結晶性、電気特性及び形
態特性を有するＧｅ層を製造可能であるのが望ましい。
【０００４】
　ＵＳ６，８３３，１９５及びＵＳ２００５／００４２８４２は、それぞれ、第１の基板
上におけるＧｅ層のエピタキシ成長工程と、エピタキシ成長されたＧｅ層上にＳｉＯ２膜
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を形成する工程と、Ｇｅ層の下にイオンを注入してその上に脆弱領域を形成する工程と、
第２の基板に貼り合わせる工程と、その後、脆弱領域上のＧｅ層を除去すること（この除
去技術は「スマートカット（ＳｍａｒｔＣｕｔ（登録商標））」という名前で公知である
）により最終的にＧｅＯＩ構造を得る工程とを包含した、ＧｅＯＩ構造の製造方法を開示
している。
【０００５】
　また上記文献の方法は、除去工程の前に１００～１５０℃で１～６０時間の熱処理を行
うことにより結合を強化する（つまり貼合層を高密度化する）ことと、最終のＧｅ表面仕
上げ工程で、研磨、ウェットケミカル処理又はエッチングを用いて不均質性及び表面の粗
さを改善することとを開示している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ゲルマニウムが直面する第１の一般的な問題は、酸素との反応性が高く、その結果酸化
ゲルマニウム層が形成され、この酸化ゲルマニウム層がＧｅ層の電気特性に悪影響を及ぼ
すことである。
【０００７】
　このような酸化は、特にＧｅ／ＳｉＯ２界面において発生し得る。
【０００８】
　ＥＰ０４２９２７４２（出願番号）によると、ＳｉＯ２層を形成する前に、どのように
ＧｅＯｘＮｙパシベーション層を形成するかが公知であり、パシベーション層形成後に界
面層を形成し得、Ｇｅ層の酸化を防止してＳｉＯ２との界面品質を改善することが可能に
なることが開示されている。
【０００９】
　さらに、堆積された酸化物を含む多層構造において、ＳｉＯ２高密度化工程が頻繁に要
求される。ＴＥＯＳ型酸化物の場合、この酸化物高密度化工程は、通常、転移されたＳｉ
層について約９００℃で行われ、特に転移されたＧｅ層については部分的に実施される（
或いは、産業上の製造用件に適合しないことがある）。
【００１０】
　しかし、ＵＳ２００５／０１４８１２２において、６００℃で１時間の高密度化を行う
ことが提案されている。
【００１１】
　さまざまな技術によって誘電体の堆積前にＧｅ表面を前処理することも公知である。例
えば、誘電体層を形成する直前に薄いシリコンの層を堆積することが可能である（例えば
、この目的の為に用いる技術についての詳細は、本明細書にて参照して援用する次の文献
を参照のこと：Ｂａｉらの“Ｓｉ　ｉｎｔｅｒｌａｙｅｒ　ｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ　ｏ
ｎ　ｇｅｒｍａｎｉｕｍ　ＭＯＳ　ｃａｐａｃｉｔｏｒｓ　ｗｉｔｈ　ｈｉｇｈ－ｋ　ｄ
ｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　ａｎｄ　ｍｅｔａｌ　ｇａｔｅ”Ｅｌｅｃ．　Ｄｅｖ；　２６（６
）　３７８－３８０　（２００５）；及びＪａｅｇｅｒらの“Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ
　ｏｆ　ａ　ｔｈｉｎ　ｅｐｉｔａｘｉａｌ　Ｓｉ　ｌａｙｅｒ　ａｓ　Ｇｅ　ｐａｓｓ
ｉｖａｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ　ｔｏ　ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅ　ｄｅｅｐ　ｓｕｂ－ｍｉ
ｃｒｏｎ　ｎ－　ａｎｄ　ｐ－ＦＥＴｓ　ｏｎ　Ｇｅ－Ｏｎ－Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ　ｓｕ
ｂｓｔｒａｔｅｓ”Ｍｉｃｒｏ．Ｅｎｇｉｎ；８０　２６－２９（２００５）。
【００１２】
　転移されたＧｅ層を備えたヘテロ構造が直面する、例えばＳｍａｒｔＣｕｔが原因で生
じる第２の問題は、酸化ゲルマニウムは非常に速く揮発するようになり（その酸化された
形態は不安定である）、その融点が比較的低い（９３７℃）ので、限定された温度で転移
を行う必要があるということである。したがって、用いる温度は急速に限定される。
【００１３】
　さらに、ゲルマニウムの場合、ＳｍａｒｔＣｕｔのイオン注入前に傷つける厚さは、シ
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リコンの場合と比べてかなり大きい。このことが理由で、結晶再形成（残留注入欠陥の修
復）を可能にする熱処理を行うことが望ましい。
【００１４】
　したがって、ＳｍａｒｔＣｕｔによって転移された良好な品質のＧｅ薄膜を得るために
、ゲルマニウムに適した特定の温度範囲で正確に上記熱処理を実施することが必須である
と言うことができる。
【００１５】
　本発明の１つの目的は、良好な結晶性及び形態品質を有する優れたＧｅ層及びベース基
板界面を有する構造を得ることである。
【００１６】
　本発明の別の目的は、Ｇｅ層の電気特性を向上することである。
【００１７】
　本発明の別の目的は、Ｇｅ／絶縁体界面におけるＧｅＯＩ基板の電気品質を最適化する
ことである。
【００１８】
　特に、Ｇｅ層が初めにドナー基板から剥離される場合、１つの目的は、マイクロエレク
トロニクスのアプリケーション（例えばＭＯＳ製造）、オプトエレクトロニクスのアプリ
ケーション及び／又は光起電のアプリケーション等のために、Ｇｅ層について高品質な電
気特性、形態特性及び／又は結晶特性を確保することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するために、第１の局面によると、本発明は、基板上に該基板に予め貼
り合わされた薄膜のＧｅ層を有する構造体の処理方法を提案する。該方法は、該層及び／
又は該Ｇｅ層の下地層との界面の電気特性を向上させる処理を含み、該処理は、５００℃
～６００℃の温度で３時間を越えない処理時間で行われる熱処理であり、より具体的には
５２５℃～５７５℃の温度で、より具体的には５２５℃～５５０℃の温度で、より具体的
には約５５０℃の温度で行われる熱処理であることを特徴とする処理方法である。熱処理
はまた、より具体的には、約１時間継続され且つ／又は不活性雰囲気中で実施され得る。
転移される薄膜層は、約１．５マイクロメートル未満の厚さ、好適には約５０～約２００
ナノメートルの厚さを有し得、且つ／又は、上記基板はシリコンで形成され得る。
【００２０】
　ある実施形態において、上記Ｇｅ層は、上記構造体の上部層であり、該上部層は、直接
的に又は貼合層のみを用いて貼り合わされている。
【００２１】
　好適には、上記構造体は、ＧｅＯＩ構造体である。つまり、上記薄膜層と上記基板との
間に電気絶縁材料の層をさらに備えている。該絶縁体層は、少なくとも実質的に酸化物、
窒化物又は酸窒化物、若しくは異なる種類の層を並置した構造体で構成されている。
【００２２】
　実際、特にそのようなＧｅＯＩ構造体において、本発明者らは、本発明による熱処理の
使用により、Ｇｅ層の欠陥を実質的に修復するだけでなく、具体的には許容可能な「界面
トラップ密度（Ｄｉｔ）」値を達成することにより、上記層及び／又はＧｅ／絶縁体界面
の電気品質を向上させることができる。したがって、基礎的な熱処理を行うだけで、ＥＰ
０４２９２７４２（出願番号）に記載されたように系の中にパシベーション層及び／又は
界面層を設ける必要なく、Ｇｅ層の電気品質及び／又は光学品質を向上させ得る。
【００２３】
　しかし、いずれの場合にも、必要に応じて、上記構造体において、薄膜層及び／又は該
薄膜層と上記構造体の残りの部分との間にＧｅとの界面における電気特性及び／又は光学
特性を向上することができるような材料で構成された界面層に隣接するように、パシベー
ション層を適宜設けることができる。
【００２４】
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　第２の局面によると、本発明は、Ｇｅ層を備えた構造体を形成する方法であって、上記
方法は、少なくともその上部に薄膜のＧｅ層を含むドナー基板と受取基板との貼り合わせ
を行う工程を包含し、
　　（ａ）上記Ｇｅ層が貼合界面の近傍に配置されるように、上記ドナー基板を上記受取
基板に貼り合わせる工程と、
　　（ｂ）上記ドナー基板の上記Ｇｅ層を含まない部分を除去する工程と、
　　（ｃ）上記処理方法にしたがって、上記受取基板及び上記Ｇｅ層を含む構造体を処理
する工程とを包含していることを特徴とする方法を提案する。
【００２５】
　上記ドナー基板は、バルクＧｅ基板又は上記表面上にエピタキシ成長されたＧｅ層を備
えた複合構造体であり得る。
【００２６】
　上記受取基板は、任意の種類の材料（例えば、バルクＳｉ、ＳｉＣ、ＳｉＧｅ、ＳｉＧ
ｅＣ、Ｇｅ、ＧｅＣ、石英、ガラス、ＩＩＩ－Ｖ族又はＩＩ－ＶＩ族の合金材料などであ
り得る）で構成されている。
【００２７】
　この構造体形成方法のその他の特徴は以下の通りである。
【００２８】
　上記方法は、工程（ａ）の前に、上記Ｇｅ層上にパシベーション層を形成する工程をさ
らに包含しており、該パシベーション層はＧｅＯｘＮｙで構成され、さまざまな選択肢が
ある中で、次に挙げる技術のいずれかを用いて形成される：
　　・Ｇｅ表面を酸化させ、その後上記Ｇｅ酸化物を窒化する；
　　・熱処理；
　　・前駆物質としてＮＨ３、Ｎ２、Ｏ２、又はＮ２＋Ｏ２の混合物を用いてプラズマ処
理を行う。
【００２９】
　上記方法は、工程（ａ）の前に、エピタキシ成長されたＳｉ、高誘電率（「ｈｉｇｈ－
ｋ」）材料、ＨｆＯ２、ＡｌＮ等の、Ｇｅとの界面における電気特性及び／又は光学特性
を向上させることを目的とした材料を用いて、上記Ｇｅ層上に（或いは可能であればパシ
ベーション層上に）界面層を形成する工程をさらに包含する。
【００３０】
　上記方法は、工程（ａ）の前に、上記ドナー基板上及び／又は上記受取基板上に、少な
くとも実質的にＳｉＯ２、ＨｆＯ２、ＳｒＴｉＯ３、Ｔａ２Ｏ５、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、
Ａｌ２Ｏ３又はＹ２Ｏ３等の酸化物、若しくは、例えばＡｌ、Ｇｅ又はＳｉなどの窒化物
又は酸窒化物などの材料で構成される電気絶縁体の層を形成する工程をさらに包含してい
る。
【００３１】
　上記絶縁層がＳｉＯ２で形成される場合、以下の技術、すなわち、例えばシラン又はＴ
ＥＯＳを用いたＰＥＣＶＤ、上記Ｇｅ層上及び／又は上記受取基板のＳｉ表面上に予め形
成されたＳｉ層の熱酸化のうち１つを用いて形成される。
【００３２】
　上記絶縁層の形成は約５００℃以下の温度で行われ、必要に応じて、６００℃未満の熱
処理によって上記絶縁層を高密度化する工程が行われる。
【００３３】
　上記発明の工程（ｂ）は、研磨、研削、エッチングのうちいずれかを単独で又は組み合
わせて用いて実施される。
【００３４】
　別の実施形態として、上記方法は、
　工程（ａ）の前に、上記ドナー基板に原子種を注入して、上記Ｇｅ層の厚さと同様の深
さに脆弱領域を形成する原子種注入工程をさらに包含し、
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　工程（ｂ）は、エネルギを供給して上記脆弱領域に存在する脆弱な結合部を破壊する、
エネルギ供給工程を含む。
【００３５】
　上記方法は、工程（ｂ）の後に、厚さの均一性及び表面の粗さが改善されるように、上
記Ｇｅ層の仕上げ工程をさらに包含しており、表面の粗さについては、約１～約５オング
ストロームＲＭＳとなるように行われ得る。
【００３６】
　第３の局面によると、本発明は、Ｇｅ／ＳｉＯ２界面トラップの密度（「Ｄｉｔ値」）
が５ｅ１３ｅＶ－１・ｃｍ－２以下、又は１ｅ１３ｅＶ－１・ｃｍ－２以下、又は約７ｅ
１２ｅＶ－１・ｃｍ－２であるＳｉＯ２貼合層を介して基板に貼り合わされたＧｅ層を備
えたＧｅＯＩ(Ge-on-insulator)構造体を提案する。該構造体は、必要に応じて、上記Ｇ
ｅ層と上記ＳｉＯ２層との間にパシベーション層及び／又は界面層をさらに備えていても
よい。
【００３７】
　その他の特徴、目的及び利点については、添付の図面を参照しつつ以下に説明する。但
し、本発明は以下の説明に限定されない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　絶縁体上にゲルマニウムの薄い層を形成する方法は、以下に具体的に説明する各種工程
を包含している。
【００３９】
　図１を参照すると、ドナー基板１０は、バルク型Ｇｅ基板であり得、したがってゲルマ
ニウム層１５はバルク材料に含まれる。
【００４０】
　第１の変形例によると、ドナー基板１０は、エピタキシ成長されたＧｅ層１５で覆われ
たシリコン基板である。
【００４１】
　第２の変形例によると、ドナー基板１０は、エピタキシ成長されたＧｅ層１５で覆われ
た複合構造体である。
【００４２】
　後者の場合、ドナー基板１０は、例えば、基板からＧｅ層に向かって徐々にＧｅ濃度が
上昇する、連続する複数のＳｉＧｅ層を備えたバッファ構造体がエピタキシにより形成さ
れた、バルク単結晶シリコン基板を有する構造体であり得る。
【００４３】
　ドナー基板１０は、また、例えばＳｉ／Ｇｅ／Ｓｉ／Ｇｅのような繰り返し構造を有し
てもよい。
【００４４】
　図１ｂを参照すると、受取基板２０が示されており、この基板は、その後ドナー基板１
０に貼り合わされるものである。基板２０は、任意の材料（例えば、バルクＳｉ、酸化シ
リコン、ＳｉＣ、ＳｉＧｅ、ＳｉＧｅＣ、Ｇｅ、ＧｅＣ、石英、ガラス、ＩＩＩ－Ｖ族又
はＩＩ－ＶＩ族の合金材料などであり得る）で構成されている。
【００４５】
　図１ｃを参照すると、ドナー基板１０及び／又は受取基板２０上に、電気絶縁材料３０
の層が堆積されている。
【００４６】
　絶縁層３０を形成する前に、ゲルマニウムの特定的な調製が適用され得る。
【００４７】
　したがって、表面は、例えばＨＦ及び／又はオゾン溶液によって洗浄されてもよく、さ
らにその後ブラッシングされてもよい。
【００４８】
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　適宜、絶縁層３０を堆積する前に、層１５のパシベーションを行って、ゲルマニウムと
層１５が接触することになる絶縁体との界面の品質を向上させてもよい。このパシベーシ
ョンは、その後に堆積される任意の材料に対する「接着層」機能を有し得る。例えば、こ
のパシベーションは、Ｇｅが大気中で安定し且つ界面品質が向上するように、層１５の表
面上に薄いＧｅＯｘＮｙ層を形成することであり得る。この層は、例えば、以下に説明す
るさまざまな技術を単独で又は組み合わせて用いて形成される。
【００４９】
　　・Ｇｅの表面を酸化し、その後酸化Ｇｅを窒化する。或いは、この酸化と窒化を逆の
順序で行う。
【００５０】
　　・ＮＨ３又はＮ２などの窒素前駆物質並びに水又は二酸素などの酸素前駆物質を用い
て熱処理を行う。この熱処理は、関係する厚さの関数である幾分長い処理であるが、ＲＴ
Ｏ（高速熱酸化）又はＲＴＮ（高速熱窒化）処理でもあり得る。
【００５１】
　　・前駆物質ＮＨ３、Ｎ２、Ｏ２又はＮ２＋Ｏ２の混合体を用いたプラズマ処理。
【００５２】
　さらに、必要に応じて、別のタイプのいわゆる「界面」層が、絶縁層３０の前に、ゲル
マニウム層１５上に直接又はパシベーション層を介して堆積され得る。
【００５３】
　該界面層の性質及び構成は、Ｇｅ／絶縁体界面の品質を、目的とする最終製品に応じて
、電気的観点、光学的観点、機械的観点又はその他の観点から見て向上できるように選択
される。該層は、薄い層であっても厚い層であってもどちらでもよく、例えばエピタキシ
成長されたシリコンから構成されるか、若しくは、高誘電率層（「ｈｉｇｈ－ｋ」層）、
ＨｆＯ２層又はＡｌＮ層であり得る。
【００５４】
　したがって、該層の厚さは、典型的には数オングストローム～数百オングストロームで
あり得る。
【００５５】
　この層は、イオン注入工程の前後いずれに行われてもよい（図１ｄ参照）。
【００５６】
　層１５の表面の前処理は、また、パシベーション層に使用される材料及び界面層に使用
される材料を組み合わせた組成を有する層を形成することであり得る。
【００５７】
　絶縁層３０は、ドナー基板１０及び／又は受取基板２０上に形成される。
【００５８】
　絶縁層３０が受取基板２０上に形成される場合、原則として、温度に制限はない。この
ことは特に、該基板がシリコン又は高温に対する耐性がより高い別の材料によって形成さ
れる場合にあてはまる。このようにして、例えば、受取基板２０の少なくとも上部がシリ
コンで形成されている場合、熱酸化物からなる絶縁層が典型的には１０００℃を越える温
度で形成され得る。
【００５９】
　一方、該絶縁層３０がドナー基板１０上に形成される場合、上述のＧｅの物理特性のた
めに低温（約６００℃以下又は約５００℃以下）で形成されるという利点がある。
【００６０】
　例えば、ＳｉＨ４及びＴＥＯＳ（テトラエチルオルソシリケート）を用いて酸化シリコ
ン層を例えば蒸着により堆積させることができ、またさまざまな種類の層、つまりＳｉＯ

２、ＨｆＯ２、ＳｒＴｉＯ３、Ｔａ２Ｏ５、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３

を形成することができる。
【００６１】
　絶縁層３０は、また、Ａｌ、Ｇｅ、Ｓｉ又は他の元素の窒化物又は酸窒化物の層であっ
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てもよい。
【００６２】
　これらの層は、例えばＬＰＣＶＤ（低圧化学蒸着法）又はＰＥＣＶＤ（プラズマ増速化
学蒸着法）によってゲルマニウム上に堆積され得る。
【００６３】
　このように堆積された絶縁層３０は、好適には、その後、高密度化処理されて、固定す
ることが可能になる。
【００６４】
　高密度化温度は、限定的な臨界温度である。実際、本方法における以降の全ての工程は
、構造が変化するのを防ぐため、この高密度化温度を実質的に超えてはならない。仮に高
密度化温度よりも高い温度の工程を行うと、さらなる応力が層内に生じるか又は層がさら
に高密度化される。或いは、適用可能な場合、該層の脱気が起こる。したがって、本方法
の残りの工程においては、上記高密度化温度を考慮する必要がある。
【００６５】
　例えば、ゲルマニウム上に堆積されたＴＥＯＳ層について、堆積温度は３００℃～４０
０℃である。ＴＥＯＳ堆積に続いて行われる高密度化は、構造体を不活性ガス（Ａｒ、Ｎ

２）中で最大約６００℃に加熱することによって行われる。
【００６６】
　高密度化温度は、下地であるＧｅの不安定な性質により制限される。このようにして、
この温度は約６００℃に制限される。
【００６７】
　絶縁層の堆積前、受取基板との貼合前、又はイオン注入工程後に、Ｇｅ界面修復熱処理
を行ってもよい。この処理により、該層自体の品質を向上することが可能であり、特に界
面層と絶縁層との界面の品質を向上することが可能である。
【００６８】
　界面層のクリーニング及びパシベーション及び／又は形成は、本方法のこの段階で計画
され得る。
【００６９】
　図１ｄを参照すると、ドナー基板１０の１つの面を介して原子種注入を行って、ゲルマ
ニウム層１５内又はゲルマニウム層１５の下に、好適にはゲルマニウム層内に脆弱領域１
２を形成する。注入される種として、通常、水素又はヘリウムのように軽量なものが選択
される。少なくとも２つの異なる種を注入することによる、同時注入を行ってもよい。
【００７０】
　例えば、基本的な水素注入の場合、適用されるドース量は、４ｅ１６ａｔ／ｃｍ２～７
ｅ１６ａｔ／ｃｍ２であり得る。ＳｍａｒｔＣｕｔ法によると、エネルギは、転移される
ゲルマニウムの厚さ（約１０００オングストローム～１．５μｍ）の関数であり、４０ｋ
ｅＶ～２５０ｋｅＶであり得る。
【００７１】
　同時注入の場合、エピタキシ成長されたゲルマニウム層のためのものか又はバルク材料
内に存在するかどうかに関わらず、例えば水素又はヘリウムを用いることができる。使用
するドース量は、水素の場合７ｅ１６ａｔ／ｃｍ２～２ｅ１６ａｔ／ｃｍ２であり、ヘリ
ウムの場合３ｅ１６ａｔ／ｃｍ２～０．５ｅ１６ａｔ／ｃｍ２であり得る。イオンエネル
ギは、水素の場合４０ｋｅＶ～２５０ｋｅＶ、好適には７０ｋｅＶ～９０ｋｅＶであり、
ヘリウムの場合６０ｋｅＶ～２５０ｋｅＶ、好適には１２０ｋｅＶ～１４０ｋｅＶであり
得る。
【００７２】
　層１５が絶縁層３０及び薄い絶縁層３０のいずれにも覆われていない場合、層１５の保
護層（図１ｄには図示せず）を形成するのが好適である。この保護層は、その直下の層に
対して、選択的な様態で、容易に除去可能なように構成されている。例えば、ＨｆＯ２絶
縁層上にＳｉＯ２保護層を用いて同様の構成を形成することも可能である。該保護層は、
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その後、イオン注入の後に除去され得る。
【００７３】
　図１ｅを参照すると、ドナー基板１０が絶縁層３０を介して受取基板２０に貼り合わさ
れる。絶縁層３０は、貼合層としても機能し得る。このことは特に、ＳｉＯ２で形成され
た絶縁層３０を用いた場合にあてはまる。
【００７４】
　絶縁層３０及び／又は界面層を設けるか設けないかに応じて、適用可能なさまざまなタ
イプのクリーニングを用い得る。例として以下に挙げるタイプのクリーニングは、通常、
液相にて実施されるものであり、適宜ブラッシングを行ったり行わなかったり、Ｏ３を用
いたり用いなかったりして実施される。
【００７５】
　１．ゲルマニウム（又はドナー基板）のクリーニング；ＨＦ及び／又はＨＦ／Ｏ３及び
／又はプラズマ及び／又はＵＶオゾン；　
　２．絶縁体（又は受取基板及び／又はドナー基板）のクリーニング：ＣＭＰ及び／又は
プラズマ及び／又はＲＣＡ、水、ＮＨ４ＯＨ；　
　３．シリコン（又は受取基板）のクリーニング：ＲＣＡ、水、アンモニア。
【００７６】
　絶縁層３０又は基板のクリーニングは、ウェットベンチ上で、又は適用可能な化学反応
を利用する単ウエハ型のクリーニング装置を用いて、液体化学(liquid chemistry)によっ
て実施し得る。
【００７７】
　分子結合のために、ケミカルクリーニング、化学機械平坦化（ＣＭＰ）、プラズマ活性
化、ブラッシング又はこれらを組み合わせたものなど、１種類以上の表面前処理を用いて
もよい。プラズマ活性化は、必ずしも高い結合温度を用いなくても充分な結合が可能にな
る状況に特に適し得る。そのようなプラズマ処理は、クリーニングの前又は後に、受取基
板２０上で実施され得る。
【００７８】
　貼り合わせは、ドナー基板１０と受取基板２０との間で行われる。以下に説明するさま
ざまな状況が考えられる：
　・ドナー基板１０は絶縁層３０を有するが、受取基板２０が絶縁層を備えていない場合
、いわゆる「底部」貼合を行う；
　・ドナー基板１０及び受取基板２０がそれぞれ絶縁層３０を備えている場合、いわゆる
「中間部」貼合を行う；
　・ドナー基板１０が絶縁層３０を備えておらず、受取基板２０が絶縁層３０を備えてい
る場合、いわゆる「頂部」貼合を行う；
　・ドナー基板１０及び受取基板２０のいずれもが絶縁層３０を備えていない場合、直接
貼合を行う。
【００７９】
　貼り合わせは、周囲温度にて行われ得る。この場合の貼合時間は、典型的には３～数秒
であり得る。
【００８０】
　必要に応じて、剥離温度すなわち３００℃よりも低い温度（従来の水素注入の場合）で
、貼合界面が強化され得る。
【００８１】
　図１ｇを参照すると、充分なエネルギを与えて脆弱領域１２上の脆弱な結合部を破壊す
ることにより、層１５がドナー基板１０から剥離される。
【００８２】
　剥離温度範囲は、使用するイオン注入条件（ドース量、エネルギ、注入するイオンの種
類など）と密接に関係している。
【００８３】
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　転移は、熱処理（層１５が初めにエピタキシ成長された層である場合に適している）又
は機械的開口(mechanical opening)と組み合わされた熱処理（層１５が初めにバルクドナ
ー基板１０内に含まれている層である場合に適している）によって実施され得る。
【００８４】
　例えば、剥離のために用いる温度は、１５分～３時間の間に、より具体的には３０分～
１時間の間に、５～１０℃／分の傾斜で、２５０℃から３８０℃へと変化し得る。
【００８５】
　温度及び条件（傾斜、雰囲気）は、産業用途に適した剥離時間が得られるように、イオ
ン注入条件及び材料の性質に応じて適合され得る。
【００８６】
　剥離後、損傷をうけた領域１６が層１５の頂部の上に残る。
【００８７】
　この損傷をうけた領域に対して、使用する化学手段に応じて、さまざまな化学除去技術
を考え得る。研磨のみ又は化学エッチングと組み合わせた研磨を行い得る。いずれの場合
も、最後にＣＭＰ工程を用いて層１５の最終的な粗さを低減するのが好ましい。
【００８８】
　例えば、損傷をうけた領域から約２０００オングストロームをＣＭＰ研磨することによ
って除去して、５００オングストローム～２０００オングストロームの厚さを有する層を
得、最終的な粗さはおよそ数オングストロームＲＭＳ、典型的には５オングストロームＲ
ＭＳ未満とすることができる。
【００８９】
　クリーニングは、例えば１～５％ＨＦ溶液（好適には１％）を用いて数分間（好適には
１分間）行い得るか、又は、ＨＦ－Ｏ３溶液を用いて行い得る。
【００９０】
　Ｇｅ層、絶縁層３０及び受取基板２０を含む最終ＧｅＯＩ構造体が得られる。
【００９１】
　本発明によると、約５００℃～６００℃の範囲の温度、より具体的には約５２５℃～５
７５℃の範囲の温度、より具体的には５２５℃～５５０℃の範囲の温度、より具体的には
約５５０℃にて、３時間以下、より具体的には約１時間の間、適用可能であれば不活性雰
囲気（アルゴン又は水素）中にて、構造体４０のアニーリング熱処理を行うことにより、
ゲルマニウムからなる表面層１５の良好な電気特性及び／又は光学特性及び／又は結晶特
性、特に界面における良好な電気品質が回復される。
【００９２】
　実際、本出願人は、５００℃未満の場合にゲルマニウム層１５は完全に再構成されず（
図２ａ～図２ｃ並びに以下の説明を参照）、６００℃を越える場合に電気特性が劣化し、
例えば電子及びホールの移動度が、５５０℃の場合と比べて２分の１～５分の１に低下す
る（図３ａ～図３ｂ並びに以下の説明を参照）ことに気付いた。
【００９３】
　これらの結果は特に、絶縁層３０が（ＴＥＯＳを用いて形成された）ＳｉＯ２からなる
場合に得られたが、他の種類の絶縁材料にも適合し得る。
【００９４】
　図２ａ～図２ｃは、受取基板２０上に転移された層１５において、透過電子顕微鏡によ
って撮影された３つの画像であり、それぞれ５００℃、５５０℃、６００℃の温度でアニ
ーリングを行った後に得たものである。
【００９５】
　このように、５００℃～６００℃でアニーリングを行うことにより、ＳｍａｒｔＣｕｔ
によって転移されたゲルマニウム層１５に含まれる欠陥を、少なくとも部分的に修復する
ことができる。
【００９６】
　図３ａ～図３ｂは、ＳｍａｒｔＣｕｔによって得られた２つの最終構造体サンプル４０
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ＯＳ法(Pseudo-MOS method)によって得られた曲線を示す。これらの曲線は、基板２０の
後部に印加される電圧（ボルト）の関数である、層１５におけるドレイン－ソース電流（
アンペア）の変動を示している。
【００９７】
　疑似ＭＯＳ法は、Ｓ．Ｃｒｉｓｔｏｌｏｖｅａｎｕらの“Ａ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　ｔ
ｈｅ　Ｐｓｅｕｄｏ－ＭＯＳ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ　ｉｎ　ＳＯＩ　Ｗａｆｅｒｓ：　
Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ，　Ｐａｒａｍｅｔｅｒ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ，　ａｎｄ　Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎｓ”，ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ
　ｄｅｖｉｃｅｓ，　ｖｏｌ．４７，　ｎｏ．５，　Ｍａｙ　２０００に詳細に説明され
ている。
【００９８】
　この方法は、ＣＭＯＳコンポーネントの任意の製造工程の前に、ＳＯＩ（semiconducto
r-on-insulator）ウエハの電子特性を素早く評価することを可能にする。この方法による
と、Ｇｅ層は、トランジスタのボディ及び埋込絶縁体層３０が、グリッド絶縁体として働
くことを示す。厚いＳｉ基板２０は、グリッドとして働き、層１５と絶縁体３０との界面
に導電チャネルを含む金属支持体によって分極される。グリッド分極（正又は負）に応じ
て、反転チャネル又は蓄積チャネルが活性化される。層１５の表面に制御圧力プローブを
適用することにより、ソース及びドレインが形成される。
【００９９】
　このように、基板２０の分極を利用して、良好なＧｅ／絶縁体界面品質により、負荷キ
ャリヤが界面にて又は固有のトラップにおいて補足されることを可能な限り防止すること
ができる。これにより、層１５において、印加電場に対する良好な電機応答性が得られる
（つまり電流は、基板２０に低電圧が印加された場合に激しく反応する）。
【０１００】
　図３ａを参照すると、第１のサンプルについて試験される温度は５００℃、５５０℃、
６００℃、６５０℃である。
【０１０１】
　図３ｂを参照すると、第２のサンプルについて試験される温度は５２５℃、５５０℃、
５７５℃、６００℃である。
【０１０２】
　図３ａ及び図３ｂを参照すると、５００℃～６００℃において、より好適には５２５℃
～５７５℃において、より好適には５２５℃～５５０℃において、比較的充分であると考
え得る結果が得られることがわかる。約５２５℃の場合に最良の結果が得られたが、５２
５℃～５５０℃において最適な結果が得られると結論付け得る。
【０１０３】
　さらに、以下に示す２つの表は、上記の異なる温度を適用した場合の、層１５における
Ｄｉｔ値（通常ペンダント結合(pendant bonds)及び／又は結晶欠陥に起因するＧｅと絶
縁体との界面に存在するトラップ数を反映している）、電子移動度及びホール移動度につ
いて、（疑似ＭＯＳ法を用いた）測定結果を示している。表１は上記第１のサンプル（図
３ａ）に関し、表２は上記第２のサンプル（図３ｂ）に関する。
【０１０４】
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【表１】

【０１０５】
【表２】

【０１０６】
これらの曲線及び結果から以下のことがわかる：
　・５００℃の場合：再結晶化が依然としていくらか存在し、結晶の問題及び界面におけ
る問題が残っている；
　・５２５℃～５５０℃の場合：構造体は、酸化物及び界面の両方について、良好な品質
を有している；
　・５５０℃～６００℃の場合：絶縁体層及び界面の品質が劣る；
　・６００℃を越える場合：絶縁体層及び界面の品質が低い。
【０１０７】
　上記の温度で一旦アニーリングが行われると、Ｇｅ層１５はその後少なくとも部分的に
回復して、向上した電気界面品質を示す。
【０１０８】
　パシベーション層が上述のように構造体に挿入された場合、さらに向上したＤｉｔ値と
共に、向上した結果が得られ得ることに留意されたい。アニーリング温度範囲は同じまま
であり、界面の電気品質を維持することができる。
【０１０９】
　適用可能な場合、基板２０の裏側に脱酸工程が用いられる。脱酸工程は、前面を保護し
た状態で、又は単面処理装置(single-face machine)を用いて、液相にて行う。
【０１１０】
　最後に、例えばＨＦ及び／又はオゾンを用いて最終クリーニングを行い得る。
【０１１１】
　ドナー基板１０、Ｇｅ層１５及び／又は受取基板２０において、ドーピング剤や炭素な
ど、他の成分を添加してもよい。炭素を添加する場合、当該層内の炭素濃度が５０％以下
、より具体的には５％以下の濃度で添加される。
【０１１２】
　最後に、本発明は、上記のＩＶ族又はＩＶ－ＩＶ族材料からなる基板１０及び２０に限
定されず、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、Ｖ又はＶＩ原子族に属する他の種類の材料並びにＩＶ－
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を用いた基板の上に、Ｇｅ層１５がエピタキシ成長される（ドナー基板１０の場合）か又
は貼合（受取基板２０の場合）され得る。さらに、基板１０及び／又は基板２０は、誘電
材料などの非導体材料又は非半導体材料からなる中間層を含み得る。
【０１１３】
　合金材料の場合、選択された合金は、二元合金、三元合金、四元合金又はさらに高次の
合金であり得ることに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】図１ａ～図１ｇは、本発明のＧｅＯＩ構造体形成方法の各工程を示す図である。
【図２】図２ａ～図２ｃは、それぞれ５００℃、５５０℃及び６００℃で熱処理した後に
、絶縁体上に転移されたゲルマニウムの３つの層を走査電子顕微鏡によって撮影した画像
を示す図である。
【図３】図３ａ及び図３ｂは、それぞれ異なるＧｅＯＩ構造体アニーリング温度で得られ
た、疑似ＭＯＳ型試験の間にベース基板に印加される電圧（ボルト）の関数である、Ｇｅ
ＯＩ構造体について測定されたドレイン－ソース電流（アンペア）の曲線を示す図である
。
【符号の説明】
【０１１５】
１０　ドナー基板
１５　ゲルマニウム層
２０　受取基板
３０　絶縁層
４０　構造体

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月8日(2008.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に薄膜のＧｅ層を有する構造体の処理方法であって、
　前記Ｇｅ層は前記基板に予め貼り合わされており、
　前記方法は、前記Ｇｅ層の電気特性、及び前記Ｇｅ層とその下地層との界面の電気特性
のうちの少なくとも１つを向上させる処理を含み、
　前記処理は、５００℃～６００℃の温度で３時間を越えない処理時間で行われる熱処理
である
ことを特徴とする処理方法。
【請求項２】
　前記請求項１に記載の処理方法において、
　前記熱処理は５２５℃～５７５℃の温度にて行われる
ことを特徴とする処理方法。
【請求項３】
　前記請求項１に記載の処理方法において、
　前記熱処理は５２５℃～５５０℃の温度にて行われる
ことを特徴とする処理方法。
【請求項４】
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　前記請求項１に記載の処理方法において、
　前記熱処理は約５５０℃の温度にて行われる
ことを特徴とする処理方法。
【請求項５】
　前記請求項１に記載の処理方法において、
　前記熱処理は約１時間継続される
ことを特徴とする処理方法。
【請求項６】
　前記請求項１に記載の処理方法において、
　前記熱処理は不活性雰囲気中で行われる
ことを特徴とする処理方法。
【請求項７】
　前記請求項１～６のいずれかに記載の処理方法において、
　前記Ｇｅ層は、約５０～約２００ナノメートルの厚さを有する
ことを特徴とする処理方法。
【請求項８】
　前記請求項１～７のいずれかに記載の処理方法において、
　前記Ｇｅ層は、前記構造体の上部層であり、
　前記上部層は、直接的に又は貼合層のみを用いて前記基板に貼り合わされている
ことを特徴とする処理方法。
【請求項９】
　前記請求項１～８のいずれかに記載の処理方法において、
　前記基板はＳｉで形成されている
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１０】
　前記請求項１～９のいずれかに記載の処理方法において、
　前記構造体は、前記薄膜層と前記基板との間に電気絶縁材料の層をさらに備えたことに
より、基板上の電気絶縁体層上に薄膜のＧｅ層を備えたゲルマニウム・オン・インシュレ
ータ構造体（「ＧｅＯＩ」構造体とも呼ぶ）を形成する
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１１】
　前記請求項１０に記載の処理方法において、
　前記電気絶縁材料の層は、少なくとも実質的に酸化物、窒化物又は酸窒化物、若しくは
異なる種類の層の積層体で構成されている、
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１２】
　前記請求項１～１１のいずれかに記載の処理方法において、
　前記構造体は、前記Ｇｅ層に隣接したパシベーション層をさらに備えている
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１３】
　請求項１～１１のいずれかに記載の処理方法において、
　前記構造体は、前記薄膜層と前記構造体の残りの部分との間に界面層をさらに備えてお
り、前記界面層は、前記Ｇｅ層との界面における電気特性、光学特性及び結晶特性のうち
の少なくとも１つを向上することができるような材料で構成されている
ことを特徴とする処理方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の処理方法において、
　前記構造体は、前記薄膜層と前記構造体の残りの部分との間に界面層をさらに備えてお
り、前記界面層は、前記Ｇｅ層との界面における電気特性及び光学特性のうちの少なくと
も１つを向上することができるような材料で構成されている
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ことを特徴とする処理方法。
【請求項１５】
　Ｇｅ層を備えた構造体を形成する方法であって、
　前記方法は、少なくともその上部に薄膜のＧｅ層を含むドナー基板と受取基板との貼り
合わせを行う工程を包含し、
　　（ａ）前記Ｇｅ層が貼合界面の近傍に配置されるように、前記ドナー基板を前記受取
基板に貼り合わせる工程と、
　　（ｂ）前記ドナー基板の前記Ｇｅ層を含まない部分を除去する工程と、
　　（ｃ）前記請求項１～１４のいずれかに記載の処理方法にしたがって、前記受取基板
及び前記Ｇｅ層を含む構造体を処理する工程とを包含している
ことを特徴とする構造体形成方法。
【請求項１６】
　前記請求項１５に記載の構造体形成方法であって、
　前記方法は、工程（ａ）の前に、前記Ｇｅ層上にパシベーション層を形成する工程をさ
らに包含している
ことを特徴とする構造体形成方法。
【請求項１７】
　前記請求項１５に記載の構造体形成方法であって、
　前記パシベーション層はＧｅＯｘＮｙで構成され、初めに、次に挙げる技術、すなわち
、
　　Ｇｅ表面を酸化させ、その後前記Ｇｅ酸化物を窒化するか、若しくは酸化と窒化をこ
の逆の順序で行う技術、
　　ＮＨ３又はＮ２などの窒素前駆物質並びに水又は二酸素などの酸素前駆物質を用いて
熱処理を行う技術、及び
　　前駆物質としてＮＨ３、Ｎ２、Ｏ２、又はＮ２＋Ｏ２の混合物を用いてプラズマ処理
を行う技術
のいずれかを単独で又は組み合わせて用いて形成されることを特徴とする構造体形成方法
。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の構造体形成方法であって、
　前記方法は、工程（ａ）の前に、前記Ｇｅ層との界面における電気特性及び光学特性の
うちの少なくとも１つを向上させる材料を用いて、前記Ｇｅ層上に界面層を形成する工程
をさらに包含する
ことを特徴とする構造体形成方法。
【請求項１９】
　請求項１６～１７のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　前記方法は、工程（ａ）の前に、前記パシベーション層上に、前記Ｇｅ層との界面にお
ける電気特性、光学特性及び形態特性のうちの少なくとも１つを向上させる材料を用いて
界面層を形成する工程をさらに包含している
ことを特徴とする構造体形成方法。
【請求項２０】
　請求項１８又は１９に記載の構造体形成方法であって、
　前記界面層は、エピタキシ成長されたＳｉ、高誘電率（「ｈｉｇｈ－ｋ」）材料、Ｈｆ
Ｏ２、及びＡｌＮを含む材料群のうちいずれか１つで構成されている
ことを特徴とする構造体形成方法。
【請求項２１】
　請求項１５～２０のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　工程（ａ）の前に、前記ドナー基板上及び前記受取基板のうちの少なくとも１つの上に
電気絶縁体の層を形成する工程をさらに包含している
ことを特徴とする構造体形成方法。
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【請求項２２】
　前記請求項２１に記載の構造体形成方法であって、
　前記電気絶縁体の層は、少なくとも実質的に、ＳｉＯ２、ＨｆＯ２、ＳｒＴｉＯ３、Ｔ
ａ２Ｏ５、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３又はＹ２Ｏ３等の酸化物、若しくは、例えば
Ａｌ、Ｇｅ又はＳｉなどの窒化物又は酸窒化物で構成されている
ことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項２１又は２２に記載の構造体形成方法であって、
　前記電気絶縁体の層は、少なくとも実質的にＳｉＯ２で構成され、以下の技術、すなわ
ち、
　シランを用いた気相成長法、
　ＴＥＯＳを用いた気相成長法、及び
　前記Ｇｅ層上及び前記受取基板のうちの少なくとも１つのＳｉ表面上に予め形成された
Ｓｉ層の熱酸化
のうち１つを用いて形成される
ことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２１～２３のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　前記電気絶縁体の層の形成は、約５００℃以下の温度で行われる
ことを特徴とする方法。
【請求項２５】
　請求項２１～２４のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　６００℃以下の熱処理によって前記電気絶縁体の層を高密度化する工程をさらに含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　請求項１５～２５のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　工程（ａ）の前に、前記ドナー基板に原子種を注入して、前記Ｇｅ層の厚さと同様の深
さに脆弱領域を形成する原子種注入工程をさらに包含し、
　工程（ｂ）は、エネルギを供給して前記脆弱領域に存在する脆弱な結合部を破壊する、
エネルギ供給工程を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２７】
　請求項１５～２６のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　工程（ｂ）の後に、厚さの均一性及び表面の粗さが改善されるように、前記Ｇｅ層の仕
上げ工程をさらに包含している
ことを特徴とする方法。
【請求項２８】
　前記請求項２７に記載の構造体形成方法であって、
　前記仕上げ工程は、前記Ｇｅ層の表面の粗さが約１．０×１０－１０～５．０×１０－

１０ＲＭＳとなるように行われる
ことを特徴とする方法。
【請求項２９】
　請求項１５～２８のいずれかに記載の構造体形成方法であって、
　前記ドナー基板は、バルクＧｅ基板又は前記バルクＧｅ基板の表面上に前記Ｇｅ層を備
えた複合構造体である
ことを特徴とする方法。
【請求項３０】
　Ｇｅ／ＳｉＯ２界面トラップの密度（「Ｄｉｔ値」）が５ｅ１３ｅＶ－１・ｃｍ－２以
下であるＳｉＯ２　貼合層を介して基板に貼り合わされたＧｅ層を備えたＧｅＯＩ(Ge-on
-insulator)よりなる
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ことを特徴とする構造体。
【請求項３１】
　前記請求項３０に記載の構造体であって、
　前記Ｄｉｔ値が、４ｅ１３ｅＶ－１・ｃｍ－２以下である
ことを特徴とする構造体。
【請求項３２】
　前記請求項３０に記載の構造体であって、
　前記Ｄｉｔ値が、１ｅ１３ｅＶ－１・ｃｍ－２以下である
ことを特徴とする構造体。
【請求項３３】
　前記請求項３０に記載の構造体であって、
　前記Ｄｉｔ値が、７ｅ１２ｅＶ－１・ｃｍ－２以下である
ことを特徴とする構造体。
【請求項３４】
　前記請求項３０～３３のいずれかに記載の構造体であって、
　前記Ｇｅ層と前記ＳｉＯ２層との間にパシベーション層及び界面層のうちの少なくとも
１つを備えている
ことを特徴とする構造体。
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