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(57)【要約】
接合温度を低くしつつ、第１のセラミックス部材と第２
のセラミックス部材との接合強度の低下を抑制する。
半導体製造装置用部品の製造方法は、ＡｌＮを主成分と
する材料により形成された第１のセラミックス部材を準
備する工程と、ＡｌＮを主成分とする材料により形成さ
れた第２のセラミックス部材を準備する工程と、第１の
セラミックス部材と第２のセラミックス部材との間に、
Ｅｕ２Ｏ３とＧｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含む接合剤を
介在させた状態で加熱加圧することにより第１のセラミ
ックス部材と第２のセラミックス部材とを接合する工程
とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡｌＮを主成分とする材料により形成された第１のセラミックス部材を準備する工程と
、
　ＡｌＮを主成分とする材料により形成された第２のセラミックス部材を準備する工程と
、
　前記第１のセラミックス部材と前記第２のセラミックス部材との間に、Ｅｕ２Ｏ３とＧ
ｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含む接合剤を介在させた状態で加熱加圧することにより前記第
１のセラミックス部材と前記第２のセラミックス部材とを接合する工程とを含むことを特
徴とする、半導体製造装置用部品の製造方法。
【請求項２】
　ＡｌＮを主成分とする材料により形成された第１のセラミックス部材と、
　ＡｌＮを主成分とする材料により形成された第２のセラミックス部材と、
　前記第１のセラミックス部材と前記第２のセラミックス部材との間に配置され、前記第
１のセラミックス部材と前記第２のセラミックス部材とを接合する接合層と、を備える半
導体製造装置用部品において、
　前記接合層は、ＥｕとＧｄとＡｌとを含む複合酸化物を含んでいることを特徴とする、
半導体製造装置用部品。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体製造装置用部品において、
　前記接合層において、
　　前記複合酸化物の含有率は、０．１ｍｏｌ％以上であることを特徴とする、半導体製
造装置用部品。
【請求項４】
　ＡｌＮを主成分とする材料により形成された第１のセラミックス部材と、
　ＡｌＮを主成分とする材料により形成された第２のセラミックス部材と、
　前記第１のセラミックス部材と前記第２のセラミックス部材との間に配置され、前記第
１のセラミックス部材と前記第２のセラミックス部材とを接合する複数の接合部と、を備
える半導体製造装置用部品において、
　前記接合部は、ＥｕとＧｄとＡｌとを含む複合酸化物を含んでいることを特徴とする、
半導体製造装置用部品。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体製造装置用部品において、
　前記接合部において、
　　前記複合酸化物の含有率は、０．１ｍｏｌ％以上であることを特徴とする、半導体製
造装置用部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示される技術は、半導体製造装置用部品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造装置用部品として、サセプタ（加熱装置）が用いられる。サセプタは、例え
ば、内部にヒータを有する板状のセラミックス製の保持部材と、保持部材の一方の面側に
配置される円筒状のセラミックス製の支持部材と、保持部材と支持部材との間に配置され
、保持部材の一方の面と支持部材の一方の面とを接合する接合層とを備える。保持部材の
一方の面とは反対側の保持面にウェハが配置される。サセプタは、ヒータに電圧が印加さ
れることにより発生する熱を利用して、保持面に配置されたウェハを加熱する。
【０００３】
　保持部材と支持部材とは、比較的に熱伝導率が高いＡｌＮ（窒化アルミニウム）を主成
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分とする材料により形成されることがある。そして、このようなＡｌＮを主成分とする保
持部材および支持部材を備えるサセプタの製造方法として、Ｃａ（カルシウム）を含む接
合剤を、保持部材と支持部材との間に介在させた状態で加熱加圧することにより保持部材
と支持部材とを接合する方法が知られている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３４５９５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述のサセプタの製造方法では、１６００（℃）程の低い接合温度で、保持部材と支持
部材とを接合することができる。しかし、Ｃａを含む接合剤を用いるため、例えばＣａを
含む生成物がウェハ等に異物として混入するおそれがある。そこで、Ｃａの代わりに、Ｇ
ｄ（ガドリニウム）を含む接合剤を用いるサセプタの製造方法が知られているが、Ｃａを
含む接合剤を用いる場合に比べて、接合温度が高いため、更なる改善が要望されていた。
【０００６】
　なお、このような課題は、サセプタを構成する保持部材と支持部材との接合に限らず、
例えば静電チャックなどの保持装置を構成するセラミックス部材同士の接合にも共通の課
題である。また、このような課題は、保持装置に限らず、例えばシャワーヘッドなどの半
導体製造装置用部品を構成するセラミックス部材同士の接合に共通の課題である。
【０００７】
　本明細書では、上述した課題を解決することが可能な技術を開示する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本明細書に開示される技術は、例えば、以下の形態として実現することが可能である。
【０００９】
（１）本明細書に開示される半導体製造装置用部品の製造方法は、ＡｌＮを主成分とする
材料により形成された第１のセラミックス部材を準備する工程と、ＡｌＮを主成分とする
材料により形成された第２のセラミックス部材を準備する工程と、前記第１のセラミック
ス部材と前記第２のセラミックス部材との間に、Ｅｕ２Ｏ３とＧｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３と
を含む接合剤を介在させた状態で加熱加圧することにより前記第１のセラミックス部材と
前記第２のセラミックス部材とを接合する工程とを含む。本願の発明者は、実験等により
、Ｅｕ２Ｏ３とＧｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含む接合剤を用いると、Ｇｄ（ガドリニウム
）を含む接合剤を用いる従来の製造方法に比べて、ＡｌＮ（窒化アルミニウム）を主成分
とする材料により形成されたセラミックス部材同士を接合する際の接合温度が低くても、
高い接合強度で接合することができることを見出した。そこで、本半導体製造装置用部品
によれば、Ｅｕ２Ｏ３とＧｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含む接合剤を用いることによって、
接合温度を低くしつつ、第１のセラミックス部材と第２のセラミックス部材との接合強度
の低下を抑制することができる。
【００１０】
（２）本明細書に開示される半導体製造装置用部品は、ＡｌＮを主成分とする材料により
形成された第１のセラミックス部材と、ＡｌＮを主成分とする材料により形成された第２
のセラミックス部材と、前記第１のセラミックス部材と前記第２のセラミックス部材との
間に配置され、前記第１のセラミックス部材と前記第２のセラミックス部材とを接合する
接合層と、を備える半導体製造装置用部品において、前記接合層は、ＥｕとＧｄとＡｌと
を含む複合酸化物を含んでいる。本半導体製造装置用部品によれば、Ｅｕ（ユーロピウム
）とＧｄとＡｌ（アルミニウム）とを含む複合酸化物が比較的に低い接合温度において流
動性を有することによって、接合温度を低くしつつ、第１のセラミックス部材と第２のセ
ラミックス部材との接合強度の低下を抑制することができる。
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【００１１】
（３）上記半導体製造装置用部品において、前記接合層において、前記複合酸化物の含有
率は、０．１ｍｏｌ％以上であることを特徴とする構成としてもよい。本半導体製造装置
用部品によれば、低温でも流動性が高いＥｕとＧｄとＡｌとを含む複合酸化物の含有率が
０．１ｍｏｌ％以上であることによって、第１のセラミックス部材と第２のセラミックス
部材との接合強度の低下を、より効果的に抑制することができる。
【００１２】
（４）本明細書に開示される半導体製造装置用部品は、ＡｌＮを主成分とする材料により
形成された第１のセラミックス部材と、ＡｌＮを主成分とする材料により形成された第２
のセラミックス部材と、前記第１のセラミックス部材と前記第２のセラミックス部材との
間に配置され、前記第１のセラミックス部材と前記第２のセラミックス部材とを接合する
複数の接合部と、を備える半導体製造装置用部品において、前記接合部は、ＥｕとＧｄと
Ａｌとを含む複合酸化物を含んでいる。本半導体製造装置用部品によれば、ＥｕとＧｄと
Ａｌとを含む複合酸化物が比較的に低い接合温度において流動性を有することによって、
接合温度を低くしつつ、第１のセラミックス部材と第２のセラミックス部材との接合強度
の低下を抑制することができる。
【００１３】
（５）上記半導体製造装置用部品において、前記接合部において、前記複合酸化物の含有
率は、０．１ｍｏｌ％以上であることを特徴とする構成としてもよい。本半導体製造装置
用部品によれば、低温でも流動性が高いＥｕとＧｄとＡｌとを含む複合酸化物の含有率が
０．１ｍｏｌ％以上であることによって、第１のセラミックス部材と第２のセラミックス
部材との接合強度の低下を、より効果的に抑制することができる。
【００１４】
　なお、本明細書に開示される技術は、種々の形態で実現することが可能であり、例えば
、静電チャック、真空チャック等の保持装置、サセプタ等の加熱装置、シャワーヘッド等
の半導体製造装置用部品、それらの製造方法の形態で実現することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態におけるサセプタ１００の外観構成を概略的に示す斜視図である。
【図２】本実施形態におけるサセプタ１００のＸＺ断面構成を概略的に示す説明図である
。
【図３】本実施形態におけるサセプタ１００の製造方法を示すフローチャートである。
【図４】サセプタ１００の性能評価の結果を示す説明図である。
【図５】実施例のサセプタ１００のＳＥＭ画像を模式的に示す説明図である。
【図６】比較例１のサセプタ１００のＳＥＭ画像を模式的に示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
Ａ．実施形態：
Ａ－１．サセプタ１００の構成：
　図１は、本実施形態におけるサセプタ１００の外観構成を概略的に示す斜視図であり、
図２は、本実施形態におけるサセプタ１００のＸＺ断面構成を概略的に示す説明図である
。各図には、方向を特定するための互いに直交するＸＹＺ軸が示されている。本明細書で
は、便宜的に、Ｚ軸正方向を上方向といい、Ｚ軸負方向を下方向というものとするが、サ
セプタ１００は実際にはそのような向きとは異なる向きで設置されてもよい。サセプタ１
００は、請求の範囲における半導体製造装置用部品に相当する。
【００１７】
　サセプタ１００は、対象物（例えばウェハＷ）を保持しつつ所定の処理温度に加熱する
装置であり、例えば半導体装置の製造工程で使用される薄膜形成装置（例えばＣＶＤ装置
やスパッタリング装置）やエッチング装置（例えばプラズマエッチング装置）に備えられ
ている。サセプタ１００は、所定の配列方向（本実施形態では上下方向（Ｚ軸方向））に
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並べて配置された保持部材１０および支持部材２０を備える。保持部材１０と支持部材２
０とは、保持部材１０の下面（以下、「保持側接合面Ｓ２」という）と支持部材２０の上
面（以下、「支持側接合面Ｓ３」という）とが上記配列方向に対向するように配置されて
いる。サセプタ１００は、さらに、保持部材１０の保持側接合面Ｓ２と支持部材２０の支
持側接合面Ｓ３との間に配置された接合層３０を備える。保持部材１０は、請求の範囲に
おける第１のセラミックス部材に相当し、支持部材２０は、請求の範囲における第２のセ
ラミックス部材に相当する。
【００１８】
（保持部材１０）
　保持部材１０は、例えば円形平面の板状部材であり、ＡｌＮ（窒化アルミニウム）を主
成分とするセラミックスにより形成されている。なお、ここでいう主成分とは、含有割合
（重量割合）の最も多い成分を意味する。保持部材１０の直径は、例えば１００（ｍｍ）
～５００（ｍｍ）程度であり、保持部材１０の厚さは、例えば３（ｍｍ）～１０（ｍｍ）
程度である。
【００１９】
　保持部材１０の内部には、導電性材料（例えば、タングステンやモリブデン等）により
形成された線状の抵抗発熱体で構成されたヒータ５０が設けられている。ヒータ５０の一
対の端部は、保持部材１０の中央部付近に配置されている。また、保持部材１０の内部に
は、一対のビア５２が設けられている。各ビア５２は、上下方向に延びる線状の導電体で
あり、各ビア５２の上端は、ヒータ５０の各端部に接続されており、各ビア５２の下端は
、保持部材１０の保持側接合面Ｓ２側に配置されている。また、保持部材１０の保持側接
合面Ｓ２の中央部付近には、一対の受電電極５４が配置されている。各受電電極５４は、
各ビア５２の下端に接続されている。これにより、ヒータ５０と各受電電極５４とが電気
的に接続されている。
【００２０】
（支持部材２０）
　支持部材２０は、例えば上下方向に延びた円筒状部材であり、支持側接合面Ｓ３（上面
）から下面Ｓ４まで上下方向に貫通する貫通孔２２が形成されている。支持部材２０は、
保持部材１０と同様に、ＡｌＮを主成分とするセラミックスにより形成されている。支持
部材２０の外径は、例えば３０（ｍｍ）～９０（ｍｍ）程度であり、内径は、例えば１０
（ｍｍ）～６０（ｍｍ）程度であり、上下方向の長さは、例えば１００（ｍｍ）～３００
（ｍｍ）程度である。支持部材２０の貫通孔２２内には、一対の電極端子５６が収容され
ている。各電極端子５６は、上下方向に延びる棒状の導電体である。各電極端子５６の上
端は、各受電電極５４にロウ付けにより接合されている。一対の電極端子５６に電源（図
示せず）から電圧が印加されると、ヒータ５０が発熱することによって保持部材１０が温
められ、保持部材１０の上面（以下、「保持面Ｓ１」という）に保持されたウェハＷが温
められる。なお、ヒータ５０は、保持部材１０の保持面Ｓ１をできるだけ満遍なく温める
ため、例えばＺ方向視で略同心円状に配置されている。また、支持部材２０の貫通孔２２
内には、熱電対の２本の金属線６０（図２では１本のみ図示）が収容されている。各金属
線６０は、上下方向に延びように配置され、各金属線６０の上端部分６２は、保持部材１
０の中央部に埋め込まれている。これにより、保持部材１０内の温度が測定され、その測
定結果に基づきウェハＷの温度制御が実現される。
【００２１】
（接合層３０）
　接合層３０は、円環状のシート層であり、保持部材１０の保持側接合面Ｓ２と支持部材
２０の支持側接合面Ｓ３とを接合している。接合層３０は、Ｅｕ（ユーロピウム）とＧｄ
（ガドリニウム）とＡｌ（アルミニウム）とを含む複合酸化物を含む材料により形成され
ている。具体的には、接合層３０は、（Ｅｕ，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２と、ＧｄＡｌＯ３と
、Ａｌ２Ｏ３（アルミナ）とを含む材料により形成されている。接合層３０の外径は、例
えば３０（ｍｍ）～９０（ｍｍ）程度であり、内径は、例えば１０（ｍｍ）～６０（ｍｍ
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）程度であり、厚さは、例えば２（μｍ）～６０（μｍ）程度である。
【００２２】
Ａ－２．サセプタ１００の製造方法：
　次に、本実施形態におけるサセプタ１００の製造方法を説明する。図３は、本実施形態
におけるサセプタ１００の製造方法を示すフローチャートである。はじめに、保持部材１
０と支持部材２０とを準備する（Ｓ１１０）。上述したように、保持部材１０と支持部材
２０とは、いずれもＡｌＮを主成分とするセラミックスにより形成されている。なお、保
持部材１０および支持部材２０は、公知の製造方法によって製造可能であるため、ここで
は製造方法の説明を省略する。
【００２３】
　次に、接合層３０の形成材料であるペースト状の接合剤を準備する（Ｓ１２０）。具体
的には、Ｅｕ２Ｏ３（酸化ユーロピウム）粉末とＧｄ２Ｏ３（ガドリニア）粉末とＡｌ２

Ｏ３粉末とを所定の割合で混合し、さらに、アクリルバインダおよびブチルカルビトール
と共に混合することにより、ペースト状の接合剤を形成する。なお、ペースト状の接合剤
の形成材料の組成比は、例えば、Ｅｕ２Ｏ３が２０ｍｏｌ％であり、Ｇｄ２Ｏ３が２０ｍ
ｏｌ％であり、Ａｌ２Ｏ３が６０ｍｏｌ％であることが好ましい。次に、保持部材１０と
支持部材２０との間に、準備されたペースト状の接合剤を配置する（Ｓ１３０）。具体的
には、保持部材１０の保持側接合面Ｓ２と支持部材２０の支持側接合面Ｓ３とをラップ研
磨し、各接合面Ｓ２，Ｓ３の表面粗さを１μｍ以下、平坦度を１０μｍ以下にする。そし
て、保持部材１０の保持側接合面Ｓ２と支持部材２０の支持側接合面Ｓ３との少なくとも
一方に、ペースト状の接合剤を塗布する。そして、ペースト状の接合剤を、マスク印刷に
より、保持部材１０の保持側接合面Ｓ２と支持部材２０の支持側接合面Ｓ３との少なくと
も一方に塗布して脱脂処理をする。その後、支持部材２０の支持側接合面Ｓ３と保持部材
１０の保持側接合面Ｓ２とを、ペースト状の接合剤を介して重ね合わせることにより、保
持部材１０と支持部材２０との積層体を形成する。
【００２４】
　次に、保持部材１０と支持部材２０との積層体をホットプレス炉内に配置し、Ｎ２（窒
素）中で加圧しつつ加熱する（Ｓ１４０）。これにより、ペースト状の接合剤が溶融して
接合層３０が形成され、保持部材１０と支持部材２０とが接合層３０により接合される。
この加熱・加圧接合における圧力は、０．１ＭＰａ以上、１５ＭＰａ以下の範囲内に設定
されることが好ましい。加熱・加圧接合における圧力が０．１ＭＰａ以上に設定されると
、被接合部材（保持部材１０や支持部材２０）の表面にうねり等があった場合でも被接合
部材間に接合されない隙間が生じることが抑制され、初期における保持部材１０と支持部
材２０との接合強度（接合層３０の接合強度）が低下することを抑制することができる。
また、加熱・加圧接合における圧力が１５ＭＰａ以下に設定されると、保持部材１０の割
れや支持部材２０の変形が発生することを抑制することができる。なお、接合面Ｓ２，Ｓ
３には、０．２Ｋｇｆ／ｃｍ２～３Ｋｇｆ／ｃｍ２の圧力が付与される。
【００２５】
　また、この加熱・加圧接合における温度は、１６７５（℃）まで上昇させることが好ま
しい。加熱・加圧接合における温度が１６７５（℃）まで上昇したら、１６７５（℃）の
状態を約１０（分）維持した後、ホットプレス炉内の温度を室温まで下げる。加熱・加圧
接合の後、必要により後処理（外周や上下面の研磨、端子の形成等）を行う。以上の製造
方法により、上述した構成のサセプタ１００が製造される。
【００２６】
Ａ－３．性能評価：
　実施例のサセプタ１００と比較例１～３のサセプタとについて、以下に説明する性能評
価を行った。
【００２７】
Ａ－３－１．実施例および比較例１～３について：
　図４は、サセプタ１００の性能評価の結果を示す説明図である。実施例のサセプタ１０
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０は、上述した製造方法で製造されたものである。比較例１～３のサセプタは、保持板と
支持体と接合層とを備える。比較例１～３のサセプタは、実施例のサセプタ１００に対し
て、接合剤の形成材料と接合温度との少なくとも１つが異なる製造方法により製造された
ものである。実施例のサセプタ１００と比較例のサセプタとは、以下の点で共通している
。
（保持板の構成）
　・材料：ＡｌＮを主成分とするセラミックス
　・直径：１００（ｍｍ）～５００（ｍｍ）
　・厚さ：３（ｍｍ）～１５（ｍｍ）
（支持体の構成）
　・材料：ＡｌＮを主成分とするセラミックス
　・外径：３０（ｍｍ）～９０（ｍｍ）
　・内径：１０（ｍｍ）～６０（ｍｍ）
　・上下方向の長さ：１００（ｍｍ）～３００（ｍｍ）
（接合層の外形）
　・外径：３０（ｍｍ）～９０（ｍｍ）
　・内径：１０（ｍｍ）～６０（ｍｍ）
　・厚さ：５０（μｍ）～７０（μｍ）
【００２８】
　図４にも示すように、実施例のサセプタ１００と比較例１～３のサセプタとは、接合剤
の形成材料（接合層の形成材料）と接合温度との少なくとも１つが相違している。具体的
には次の通りである。接合層の形成材料は、上述の加熱・加圧により、接合剤の形成材料
が化学反応して生成される材料である。
実施例のサセプタ１００：
・接合剤の形成材料：Ｅｕ２Ｏ３とＧｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含む
・接合層３０の形成材料：（Ｅｕ，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２とＧｄＡｌＯ３とＡｌ２Ｏ３と
を含む
・接合温度：１６７５（℃）
比較例１のサセプタ：
・接合剤の形成材料：Ｅｕ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含み、Ｇｄ２Ｏ３とを含まない
・接合層３０の形成材料：Ｅｕ３Ａｌ５Ｏ１２とＡｌ２Ｏ３とを含み、Ｇｄ３Ａｌ５Ｏ１

２とＧｄＡｌＯ３とを含まない
・接合温度：実施例と同じ
比較例２のサセプタ：
・接合剤の形成材料：Ｇｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含み、Ｅｕ２Ｏ３とを含まない
・接合層３０の形成材料：ＧｄＡｌＯ３とＡｌ２Ｏ３とを含み、（Ｅｕ，Ｇｄ）３Ａｌ５

Ｏ１２とＥｕＡｌＯ３とを含まない
・接合温度：１７２５（℃）（実施例より高い温度）
比較例３のサセプタ：
・接合剤の形成材料：比較例２と同じ
・接合層３０の形成材料：比較例２と同じ
・接合温度：実施例と同じ（比較例２より低い温度）
【００２９】
Ａ－３－２．評価手法：
　接合層の接合強度の評価として、実施例のサセプタ１００および比較例１～３のサセプ
タについて、Ｈｅ（ヘリウム）リーク試験とＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）観察とを行った
。
【００３０】
（Ｈｅリーク試験）
　Ｈｅリーク試験では、例えば、実施例のサセプタ１００の支持部材２０の下側開口端に
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Ｈｅリークディテクタ（図示せず）を連結し、接合層３０の外周側からＨｅガスを吹き付
ける。そして、Ｈｅリークディテクタの検出結果に基づき、接合層３０におけるＨｅのリ
ークの検出の有無を確認した。Ｈｅのリークが検出されることは、接合層３０中に空洞が
存在しているために接合強度が低いことを意味する。
【００３１】
（ＳＥＭ観察）
　ＳＥＭ観察では、例えば実施例のサセプタ１００の保持部材１０と支持部材２０と接合
層３０とを含む所定サイズの接合部分を試験片として切り出して、その試験片をＳＥＭに
より観察した。
【００３２】
Ａ－３－３．評価結果：
（Ｈｅリーク試験）
　実施例のサセプタ１００と比較例２のサセプタでは、Ｈｅリーク試験において、Ｈｅの
リークは検出されなかった。一方、比較例１，３のサセプタでは、Ｈｅリーク試験におい
て、Ｈｅのリークが検出された。
【００３３】
（ＳＥＭ観察）
　図５は、実施例のサセプタ１００のＳＥＭ画像を模式的に示す説明図であり、図６は、
比較例１のサセプタのＳＥＭ画像を模式的に示す説明図である。図５に示すように、実施
例のサセプタ１００では、接合層３０の形成材料である（Ｅｕ，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２、
ＧｄＡｌＯ３およびＡｌ２Ｏ３、特に（Ｅｕ，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２が、保持部材１０お
よび支持部材２０の形成材料であるＡｌＮ間の隙間、保持部材１０と接合層３０との境界
の隙間や、支持部材２０と接合層３０との境界の隙間（以下、まとめて「各隙間」という
）を埋めるように広がっていることがわかる。実施例のサセプタ１００の製造に用いられ
たＥｕ２Ｏ３とＧｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含む接合剤は、１６７５（℃）といった比較
的に低い温度でも流動性が高いため、接合剤がＡｌＮの間の隙間等に入り込むことにより
、接合層３０が形成された際には、（Ｅｕ，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２とＧｄＡｌＯ３とＡｌ

２Ｏ３とのいずれかによって各隙間が埋められたと考えられる。実施例のサセプタ１００
では、各隙間が埋まっているため、Ｈｅリーク試験において、Ｈｅのリークは検出されな
かったと考えられる。なお、実施例のサセプタ１００では、三点曲げ試験において、接合
層３０の接合強度は、基準荷重に対して約９０％程度の強度であった。なお、基準荷重は
、全体がＡｌＮを主成分とするセラミックスで形成された母材の破壊荷重である。
【００３４】
　図６に示すように、比較例１のサセプタでは、各隙間にＥｕ３Ａｌ５Ｏ１２とＡｌ２Ｏ

３とのいずれも存在せず、各隙間が空洞Ｂになっていることがわかる。比較例１のサセプ
タの製造に用いられたＥｕ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含む接合剤は、１６７５（℃）といっ
た比較的に低い温度では流動性が低いため、各隙間に入り込めず、その結果、接合層が形
成された際に各隙間が空洞Ｂになったと考えられる。比較例１のサセプタでは、各隙間が
埋まっていないため、Ｈｅリーク試験において、Ｈｅのリークが検出されたと考えられる
。また、比較例１のサセプタの接合層には多くの空洞Ｂが存在するため、該接合層の接合
強度は、実施例のサセプタ１００の接合層３０の接合強度に比べて低いと考えられる。
【００３５】
　また、比較例２のサセプタでは、図示しないが、接合層の形成材料であるＧｄＡｌＯ３

およびＡｌ２Ｏ３が、各隙間を埋めるように広がっている。一方、比較例３のサセプタで
は、図示しないが、各隙間に接合層の形成材料であるＧｄＡｌＯ３とＡｌ２Ｏ３とのいず
れも存在せず、各隙間が空洞になっている。このように、比較例２のサセプタと比較例３
のサセプタとは、接合層（接合剤）の形成材料が同じであるにもかかわらず、ＳＥＭ観察
の結果が異なる。これは、比較例２，３のサセプタに用いられたＧｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３

とを含む接合剤は、１７２５（℃）といった比較的に高い温度では流動性が高いが、１６
７５（℃）といった比較的に低い温度では流動性が低いからであると考えられる。比較例
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２のサセプタでは、各隙間が埋まっているため、Ｈｅリーク試験において、Ｈｅのリーク
は検出されず、比較例３のサセプタでは、各隙間が埋まっていないため、Ｈｅリーク試験
において、Ｈｅのリークが検出されたと考えられる。なお、比較例２のサセプタの接合層
には隙間が少ないため、該接合層の接合強度は、実施例のサセプタ１００の接合層３０の
接合強度と同等であると考えられる。比較例３のサセプタの接合層には多くの空洞が存在
するため、該接合層の接合強度は、実施例のサセプタ１００の接合層３０の接合強度に比
べて低いと考えられる。
【００３６】
Ａ－４．本実施形態の効果：
　本願の発明者は、実験等により、Ｅｕ２Ｏ３とＧｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含む接合剤
を用いると、Ｇｄを含む接合剤を用いる従来の製造方法に比べて、ＡｌＮを主成分とする
材料により形成されたセラミックス部材同士を接合する際の接合温度が低くても、高い接
合強度で接合することができることを見出した。そこで、本実施形態によれば、Ｅｕ２Ｏ

３とＧｄ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３とを含む接合剤を用いることによって、接合温度を低くしつ
つ、接合層３０の接合強度の低下を抑制することができる。具体的には、上述したように
、実施例のサセプタ１００によれば、Ｇｄ２Ｏ３を含む接合剤を用いる比較例２のサセプ
タに比べて、接合温度を低くしつつ同等の接合強度を確保することができる。また、接合
温度を低くすることよって、保持部材１０や支持部材２０の熱による変形を抑制すること
ができる。しかも、本実施形態によれば、接合温度を低くしつつ、約１０分という短い接
合時間で高い接合強度を確保することができる。接合時間が短いことによって、サセプタ
１００の製造効率を向上させることができる。
【００３７】
　また、本実施形態によれば、低温でも流動性が高い（Ｅｕ，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２の含
有率が０．１ｍｏｌ％以上であることによって、接合層３０の接合強度の低下を、より効
果的に抑制することができる。
【００３８】
Ｂ．変形例：
　本明細書で開示される技術は、上述の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸
脱しない範囲において種々の形態に変形することができ、例えば次のような変形も可能で
ある。
【００３９】
　上記実施形態において、保持部材１０と支持部材２０とが、接合層３０ではなく、複数
の接合部によって接合されているとしてもよい。具体的には、保持部材１０と支持部材２
０との間に、保持部材１０と支持部材２０との対向方向に直交する一の仮想平面上に配置
された複数の接合部が離散的に形成されているとともに、保持部材１０と支持部材２０と
が、保持部材１０および支持部材２０の形成材料であるＡｌＮ粒子を介して部分的に連結
されているとしてもよい。
【００４０】
　上記実施形態および変形例において、保持部材１０と支持部材２０との間に、例えば、
接合層３０（接合部）と共に、該接合層３０（接合部）とは組成が異なる第２の接合層（
第２の接合部）が介在しているとしてもよい。すなわち、保持部材１０と支持部材２０と
が、組成が互いに異なる複数の接合層または接合部を介して接合されているとしてもよい
。
【００４１】
　上記実施形態および変形例における保持部材１０および支持部材２０を形成するセラミ
ックスは、ＡｌＮを主成分として含んでいれば、他の元素を含んでいてもよい。
【００４２】
　上記実施形態および変形例において、接合層３０（接合部）を形成する材料は、（Ｅｕ
，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２以外のＥｕとＧｄとＡｌとを含む複合酸化物を含んでいてもよい
。また、接合層３０（接合部）を形成する材料は、Ａｌ２Ｏ３やＧｄＡｌＯ３以外の物質
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部）を形成する材料は、ペロブスカイト構造若しくはガーネット構造をとる希土類元素お
よびＡｌを含む１または複数の複合酸化物と、Ａｌ２Ｏ３との内の２種以上の物質を含む
ことが好ましい。なお、接合層３０における（Ｅｕ，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２の含有率は、
０．１ｍｏｌ％未満でもよいが、０．１ｍｏｌ％以上であることが好ましい。
【００４３】
　上記実施形態および変形例において、接合剤を形成する材料は、Ｅｕ２Ｏ３とＧｄ２Ｏ

３とＡｌ２Ｏ３とを含んでいれば、他の元素を含んでもいてもよい。
【００４４】
　また、上記実施形態におけるサセプタ１００の製造方法はあくまで一例であり、種々変
形可能である。
【００４５】
　本発明は、サセプタ１００に限らず、ポリイミドヒータ等の他の加熱装置、セラミック
ス板とベース板とを備え、セラミックス板の表面上に対象物を保持する保持装置（例えば
、静電チャックや真空チャック）、シャワーヘッド等の他の半導体製造装置用部品にも適
用可能である。
【符号の説明】
【００４６】
１０：保持部材　２０：支持部材　２２：貫通孔　３０：接合層　５０：ヒータ　５２：
ビア　５４：受電電極　５６：電極端子　６０：金属線　６２：上端部分　１００：サセ
プタ　Ｂ：空洞　Ｓ１：保持面　Ｓ２：保持側接合面　Ｓ３：支持側接合面　Ｓ４：下面
　Ｗ：ウェハ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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