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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一主面を板状試料を載置する載置面とした耐食性セラミックスからなる載置板と、この
載置板と一体化されて該載置板を支持し熱伝導率が前記耐食性セラミックスより大である
絶縁性セラミックスからなる支持板と、これら載置板と支持板との間に設けられた静電吸
着用内部電極と、前記載置板と前記支持板との間に設けられ前記載置板と前記支持板とを
接着一体化する樹脂製の接着層と、を備えた静電チャック部と、
　この静電チャック部を所望の温度に調整する温度調整用ベース部とを備え、
　前記接着層の厚みは、１０μｍ～１００μｍであることを特徴とする静電チャック装置
。
【請求項２】
　前記耐食性セラミックスは、酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物、希土類元素添
加酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物、酸化イットリウムの群から選択される１種
または２種以上からなることを特徴とする請求項１記載の静電チャック装置。
【請求項３】
　前記支持板と前記温度調整用ベース部との間に加熱部材を設け、この加熱部材は有機系
絶縁性接着剤層に埋設されていることを特徴とする請求項１または２記載の静電チャック
装置。
【請求項４】
　前記載置板の厚みは０．３ｍｍ以上かつ２．０ｍｍ以下であることを特徴とする請求項
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１ないし３のいずれか１項記載の静電チャック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静電チャック装置に関し、さらに詳しくは、半導体ウエハ等の板状試料を静
電気力により吸着固定する際に好適に用いられ、半導体製造プロセスにおける物理気相成
長法（ＰＶＤ）や化学気相成長法（ＣＶＤ）による成膜処理、プラズマエッチング等のエ
ッチング処理、露光処理等の各種工程においても、板状試料を載置する載置面における面
内温度の均一性を高めることが可能であり、急速に温度が昇降温する際に破損や破壊を防
止し、さらには腐食性ガスやプラズマに対する耐食性を向上させることが可能な静電チャ
ック装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体製造プロセスにおいては、素子の高集積化や高性能化に伴い、微細加工技
術の更なる向上が求められている。この半導体製造プロセスの中でもエッチング技術は、
微細加工技術の重要な一つであり、近年では、エッチング技術の内でも、高効率かつ大面
積の微細加工が可能なプラズマエッチング技術が主流となっている。
　このプラズマエッチング技術はドライエッチング技術の一種であり、加工対象となる固
体材料の上にレジストでマスクパターンを形成し、この固体材料を真空中に支持した状態
で、この真空中に反応性ガスを導入し、この反応性ガスに高周波の電界を印加することに
より、加速された電子がガス分子と衝突してプラズマ状態となり、このプラズマから発生
するラジカル（フリーラジカル）とイオンを固体材料と反応させて反応生成物として取り
除くことにより、固体材料に微細パターンを形成する技術である。
【０００３】
　一方、原料ガスをプラズマの働きで化合させ、得られた化合物を基板の上に堆積させる
薄膜成長技術の一つとしてプラズマＣＶＤ法がある。この方法は、原料分子を含むガスに
高周波の電界を印加することによりプラズマ放電させ、このプラズマ放電にて加速された
電子によって原料分子を分解させ、得られた化合物を堆積させる成膜方法である。低温で
は熱的励起だけでは起こらなかった反応も、プラズマ中では、系内のガスが相互に衝突し
活性化されラジカルとなるので、可能となる。
【０００４】
　このような半導体製造プロセスにおいては、フッ素系腐食性ガス、塩素系腐食性ガス等
のハロゲン系腐食性ガス及びこれらのプラズマを用いる工程があり、なかでもドライエッ
チング、プラズマエッチング、クリーニング等の工程においては、ＣＦ４、ＳＦ６、ＨＦ
、ＮＦ３、Ｆ２等のフッ素系ガスや、Ｃｌ２、ＳｉＣｌ４、ＢＣｌ３、ＨＣｌ等の塩素系
ガスが用いられている。
　このようなプラズマエッチング装置、プラズマＣＶＤ装置等のプラズマを用いた半導体
製造装置においては、従来から、試料台に簡単にウエハを取付け、固定するとともに、こ
のウエハを所望の温度に維持する装置として静電チャック装置が使用されている。
【０００５】
　ところで、従来のプラズマエッチング装置では、静電チャック装置に固定されたウエハ
にプラズマを照射すると、このウエハの表面温度が上昇する。そこで、この表面温度の上
昇を抑えるために、静電チャック装置の温度調整用ベース部に水等の冷却媒体を循環させ
てウエハを下側から冷却しているが、この際、ウエハの面内で温度分布が発生する。例え
ば、ウエハの中心部では温度が高くなり、縁辺部では温度が低くなる。
　また、プラズマエッチング装置の構造や方式の違い等により、ウエハの面内温度分布に
差が生じる。
【０００６】
　そこで、静電チャック部と温度調整用ベース部との間にヒータ部材を取り付けたヒータ
機能付き静電チャック装置が提案されている（特許文献１）。
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　このヒータ機能付き静電チャック装置は、ウエハ内に局所的に温度分布を作ることがで
きるので、ウエハの面内温度分布を膜堆積速度やプラズマエッチング速度に合わせて設定
することにより、ウエハ上へのパターン形成などの局所的な膜形成や局所的なプラズマエ
ッチングを効率よく行なうことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－３００４９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、従来の静電チャック装置においては、ウェハにプラズマを照射した際に、急
速に温度が昇降し、この昇降温の際に各部材間に熱応力が発生して、静電チャック装置が
破損し、場合によっては破壊するという問題点があった。
　また、ヒータ機能付き静電チャック装置においても、ヒータを加熱した際や、ウェハに
プラズマを照射した際等に急速に温度が昇降し、この昇降温の際に各部材間に熱応力が発
生して、静電チャック装置が破損し、場合によっては破壊するという問題点があった。
　さらに、ドライエッチング、プラズマエッチング、クリーニング等の工程においては、
フッ素系ガスや塩素系ガス等の腐食性ガスが用いられていることから、これらの腐食性ガ
スやプラズマにより静電チャック装置が腐食するという問題点があった。
【０００９】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、ウェハ等の板状試料にプラズマ
を照射した際や、ヒータを加熱した際等において急速に温度が昇降した場合においても、
破損や破壊を防止することができ、しかも、腐食性ガスやプラズマによる腐食を防止する
ことができる静電チャック装置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】
【００１０】
　本発明者等は、上記の課題を解決するべく鋭意検討を行った結果、静電チャック部の載
置板を耐食性セラミックスにより構成し、この載置板と一体化されて該載置板を支持する
支持板を熱伝導率が耐食性セラミックスより大である絶縁性セラミックスにより構成し、
これら載置板と支持板とを静電吸着用内部電極を挟んで一体化すれば、板状試料を載置す
る載置面における面内温度の均一性を高めることが可能であり、急速に温度が昇降温する
際においても破損や破壊が生じる虞がなく、しかも、腐食性ガスやプラズマによる腐食を
防止することができることを知見し、本発明を完成するに到った。
【００１１】
　すなわち、本発明の静電チャック装置は、一主面を板状試料を載置する載置面とした耐
食性セラミックスからなる載置板と、この載置板と一体化されて該載置板を支持し熱伝導
率が前記耐食性セラミックスより大である絶縁性セラミックスからなる支持板と、これら
載置板と支持板との間に設けられた静電吸着用内部電極と、前記載置板と前記支持板との
間に設けられ前記載置板と前記支持板とを接着一体化する樹脂製の接着層と、を備えた静
電チャック部と、この静電チャック部を所望の温度に調整する温度調整用ベース部とを備
えてなることを特徴とする。
【００１２】
　この静電チャック装置では、一主面を板状試料を載置する載置面とした載置板を耐食性
セラミックスにより構成し、この載置板と一体化されて該載置板を支持する支持板を熱伝
導率が耐食性セラミックスより大である絶縁性セラミックスにより構成することにより、
板状試料を載置する載置面における面内温度の均一性を高めるとともに、急速に温度が昇
降温する際においても破損や破壊が生じるのを防止する。これにより、静電チャック部の
耐久性が向上する。
【００１３】
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　本発明の静電チャック装置において、前記耐食性セラミックスは、酸化イットリウムア
ルミニウム複合酸化物、希土類元素添加酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物、酸化
イットリウムの群から選択される１種または２種以上からなることを特徴とする。
　この静電チャック装置では、耐食性セラミックスを、酸化イットリウムアルミニウム複
合酸化物、希土類元素添加酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物、酸化イットリウム
の群から選択される１種または２種以上により構成したことにより、腐食性ガスやプラズ
マに対する耐食性が向上する。これにより、静電チャック部の耐久性がさらに向上する。
【００１４】
　本発明の静電チャック装置において、前記支持板と前記温度調整用ベース部との間に加
熱部材を設け、この加熱部材は有機系絶縁性接着剤層に埋設されていることを特徴とする
。
　この静電チャック装置では、支持板と温度調整用ベース部との間に設けられた加熱部材
を有機系絶縁性接着剤層に埋設させたことにより、急速に温度が昇降温する際においても
、この有機系絶縁性接着剤層が支持板及び温度調整用ベース部に対して急激な膨張・収縮
を緩和する緩衝層として機能し、支持板に破損や破壊が生じるのを防止する。これにより
、静電チャック部の耐久性がさらに向上する。
【００１５】
　本発明の静電チャック装置において、前記載置板の厚みは０．３ｍｍ以上かつ２．０ｍ
ｍ以下であることを特徴とする。
　この静電チャック装置では、載置板の厚みを０．３ｍｍ以上かつ２．０ｍｍ以下とする
ことにより、この載置板に十分な強度を付与するとともに、この載置板を含む静電チャッ
ク部自体の熱容量が小さくなり、載置される板状試料との熱交換効率、熱応答性も優れた
ものとなる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の静電チャック装置によれば、一主面を板状試料を載置する載置面とした耐食性
セラミックスからなる載置板と、この載置板と一体化されて載置板を支持し熱伝導率が耐
食性セラミックスより大である絶縁性セラミックスからなる支持板とを備えたので、板状
試料を載置する載置面における面内温度の均一性を高めることができ、急速に温度が昇降
温する際においても破損や破壊が生じるのを防止することができる。その結果、この静電
チャック部の耐久性を向上させることができる。
【００１７】
　また、耐食性セラミックスを、酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物、希土類元素
添加酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物、酸化イットリウムの群から選択される１
種または２種以上からなることとしたので、腐食性ガスやプラズマに対する耐食性を向上
させることができる。その結果、この静電チャック部の耐久性をさらに向上させることが
できる。
【００１８】
　また、支持板と温度調整用ベース部との間に設けられた加熱部材を有機系絶縁性接着剤
層に埋設させたので、急速に温度が昇降温する際においても、この有機系絶縁性接着剤層
が支持板及び温度調整用ベース部に対して急激な膨張・収縮を緩和する緩衝層として機能
することにより、支持板に破損や破壊が生じるのを防止することができる。その結果、こ
の静電チャック部の耐久性をさらに向上させることができる。
【００１９】
　また、載置板の厚みを０．３ｍｍ以上かつ２．０ｍｍ以下としたので、この載置板に十
分な強度を付与することができる。また、この載置板を含む静電チャック部自体の熱容量
が小さくなるので、載置される板状試料との熱交換効率、熱応答性も優れたものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態の静電チャック装置を示す断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の静電チャック装置を実施するための形態について、図面に基づき説明する。
　なお、この形態は、発明の趣旨をより良く理解させるために具体的に説明するものであ
り、特に指定のない限り、本発明を限定するものではない。
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態の静電チャック装置を示す断面図であり、この静電チャッ
ク装置１は、円板状の静電チャック部２と、この静電チャック部２を所望の温度に調整す
る厚みのある円板状の温度調整用ベース部３と、静電チャック部２と温度調整用ベース部
３との間に設けられたヒータエレメント（加熱部材）４と、このヒータエレメント４を埋
設するとともに静電チャック部２と温度調整用ベース部３とを接着一体化する有機系絶縁
性接着剤層５とにより主として構成されている。
【００２３】
　静電チャック部２は、上面が半導体ウエハ等の板状試料Ｗを載置する載置面とされた載
置板１１と、この載置板１１と一体化され該載置板１１を支持する支持板１２と、この載
置板１１の下面に設けられた静電吸着用内部電極１３と、この載置板１１及び静電吸着用
内部電極１３と支持板１２とを接着一体化する樹脂系の絶縁性接着層１４と、支持板１２
を貫通するようにして設けられ静電吸着用内部電極１３に直流電圧を印加する給電用端子
１５とにより構成されている。
【００２４】
　載置板１１は、上面である載置面に直径が板状試料Ｗの厚みより小さい突起部１６が複
数個形成されることにより、これらの突起部１６が板状試料Ｗを支える構成とされたもの
で、酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物、希土類元素添加酸化イットリウムアルミ
ニウム複合酸化物、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）の群から選択される１種または２種以
上からなる耐食性セラミックスにより構成されている。この耐食性セラミックスの形状と
しては、上記の１種のみからなる板状体であってもよく、上記の２種以上を積層してなる
積層構造の板状体であってもよい。
　酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物としては、イットリウムアルミニウムガーネ
ット（ＹＡＧ：Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２）、Ｙ２Ｏ３・Ａｌ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３－Ａｌ２Ｏ３複合
相等が挙げられる。
【００２５】
　希土類元素（ＲＥ）添加酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物としては、上記の酸
化イットリウムアルミニウム複合酸化物に、ランタン（Ｌａ）、セリウム（Ｓｅ）、プラ
セオジム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、プロメチウム（Ｐｍ）、サマリウム（Ｓｍ）、ユ
ウロピウム（Ｅｕ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄ
ｙ）、ホルミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム（
Ｙｂ）、ルテチウム（Ｌｕ）の群から選択される１種または２種以上からなる希土類元素
（ＲＥ）またはこれら希土類元素（ＲＥ）の酸化物を添加した複合酸化物が挙げられる。
これらの中でも、酸化セリウム（Ｓｅ２Ｏ３）添加イットリウムアルミニウムガーネット
（ＹＡＧ・Ｓｅ）、酸化ネオジム（Ｎｄ２Ｏ５）添加イットリウムアルミニウムガーネッ
ト（ＹＡＧ・Ｎｄ）、酸化サマリウム（Ｓｍ２Ｏ３）添加イットリウムアルミニウムガー
ネット（ＹＡＧ・Ｓｍ）、酸化ガドリニウム（Ｇｄ２Ｏ３）添加イットリウムアルミニウ
ムガーネット（ＹＡＧ・Ｇｄ）等が好適である。
【００２６】
　この希土類元素（ＲＥ）添加酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物における酸化イ
ットリウムアルミニウム複合酸化物に対する希土類元素（ＲＥ）または希土類元素（ＲＥ
）の酸化物の添加率は、酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物の全体量に対して０．
０１質量％以上かつ２０質量％以下が好ましく、より好ましくは５質量％以上かつ１０質
量％以下である。
　希土類元素（ＲＥ）の添加率を上記の範囲とすることにより、希土類元素（ＲＥ）添加
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酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物のハロゲンガスやプラズマに対する耐食性が向
上する。
【００２７】
　この載置板１１の厚みは、０．３ｍｍ以上かつ２．０ｍｍ以下が好ましい。その理由は
、載置板１１の厚みが０．３ｍｍを下回ると、静電吸着用内部電極１３に印加された電圧
により放電する危険性が高まるからであり、一方、２．０ｍｍを超えると、板状試料Ｗを
十分に吸着固定することができず、したがって、板状試料Ｗを十分に加熱することが困難
となるからである。
【００２８】
　支持板１２は、載置板１１と重ね合わせた面の形状を同じくする円板状のもので、その
熱伝導率が載置板１１を構成する耐食性セラミックスより大である絶縁性セラミックスに
より構成されている。
　この絶縁性セラミックスの熱伝導率は、載置板１１を構成する耐食性セラミックスの熱
伝導率が２０Ｗ／ｍＫ未満であることから、少なくとも２０Ｗ／ｍＫ以上であればよい。
【００２９】
　熱伝導率が２０Ｗ／ｍＫ以上の絶縁性セラミックスとしては、酸化アルミニウム（Ａｌ

２Ｏ３）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、酸化アルミニウム－炭化ケイ素（Ａｌ２Ｏ３－
ＳｉＣ）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）を３質量％～７質量％含む窒化アルミニウム（
ＡｌＮ）等の機械的な強度を有し、かつ腐食性ガス及びそのプラズマに対する耐久性を有
するセラミックスが挙げられる。
【００３０】
　静電吸着用内部電極１３は、電荷を発生させて静電吸着力で板状試料Ｗを固定するため
の静電チャック用電極として用いられるもので、その用途によって、その形状や、大きさ
が適宜調整される。
　この静電吸着用内部電極１３は、酸化アルミニウム－炭化タンタル（Ａｌ２Ｏ３－Ｔａ

４Ｃ５）導電性複合焼結体、酸化アルミニウム－タングステン（Ａｌ２Ｏ３－Ｗ）導電性
複合焼結体、酸化アルミニウム－炭化ケイ素（Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＣ）導電性複合焼結体、
窒化アルミニウム－タングステン（ＡｌＮ－Ｗ）導電性複合焼結体、窒化アルミニウム－
タンタル（ＡｌＮ－Ｔａ）導電性複合焼結体、酸化イットリウム－モリブデン（Ｙ２Ｏ３

－Ｍｏ）導電性複合焼結体等の導電性セラミックス、または、タングステン（Ｗ）、タン
タル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）等の高融点金属、あるいは、上記の導電性セラミック
ス中に上記の高融点金属をフィラーとして含む高融点金属添加導電性セラミックスにより
形成されている。
【００３１】
　この静電吸着用内部電極１３の厚みは、特に限定されるものではないが、０．１μｍ以
上かつ１００μｍ以下が好ましく、特に好ましくは５μｍ以上かつ２０μｍ以下である。
その理由は、厚みが０．１μｍを下回ると、充分な導電性を確保することができず、一方
、厚みが１００μｍを越えると、この静電吸着用内部電極１３と載置板１１及び支持板１
２との間の熱膨張率差に起因して、この静電吸着用内部電極１３と載置板１１及び支持板
１２との接合界面にクラックが入り易くなるからである。
　このような厚みの静電吸着用内部電極１３は、スパッタ法や蒸着法等の成膜法、あるい
はスクリーン印刷法等の塗工法により容易に形成することができる。
【００３２】
　絶縁性接着層１４は、静電吸着用内部電極１３を覆って腐食性ガス及びそのプラズマか
ら静電吸着用内部電極１３を保護するとともに、載置板１１と支持板１２との境界部、す
なわち静電吸着用内部電極１３以外の領域を接合一体化するものであり、この絶縁性接着
層１４としては、ポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂等の耐熱性及び絶縁性
を有するシート状またはフィルム状の接着性樹脂が好適に用いられる。
【００３３】
　この絶縁性接着層１４の厚みは１０μｍ～１００μｍが好ましく、より好ましくは２０
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μｍ～４０μｍである。この絶縁性接着層１４の面内の厚みのバラツキは１０μｍ以内が
好ましい。
　ここで、絶縁性接着層１４の面内の厚みのバラツキが１０μｍを超えると、載置板１１
及び静電吸着用内部電極１３と支持板１２とを接着一体化した際に、載置板１１と支持板
１２との面内間隔に１０μｍを超えるバラツキが生じ、その結果、載置板１１の載置面に
おける面内温度が不均一となるので、好ましくない。
【００３４】
　これら載置板１１、支持板１２、静電吸着用内部電極１３及び絶縁性接着層１４の合計
の厚み、即ち、静電チャック部２の厚みは０．７ｍｍ以上かつ５．０ｍｍ以下が好ましい
。その理由は、静電チャック部２の厚みが０．７ｍｍを下回ると、静電チャック部２の機
械的強度を確保することができず、一方、静電チャック部２の厚みが５．０ｍｍを上回る
と、静電チャック部２の熱容量が大きくなり過ぎて、載置される板状試料Ｗの熱応答性が
劣化し、さらには、静電チャック部の横方向の熱伝達の増加により、板状試料Ｗの面内温
度を所望の温度パターンに維持することが困難になるからである。
【００３５】
　給電用端子１５は、静電吸着用内部電極１３に直流電圧を印加するために設けられた棒
状のもので、この給電用端子１５の材料としては、耐熱性に優れた導電性材料であれば特
に制限されるものではないが、熱膨張係数が静電吸着用内部電極１３及び支持板１２の熱
膨張係数に近似したものが好ましく、例えば、静電吸着用内部電極１３を構成している導
電性セラミックス、あるいは、タングステン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍ
ｏ）、ニオブ（Ｎｂ）、コバール合金等の金属材料が好適に用いられる。
【００３６】
　この給電用端子１５は、絶縁性を有する碍子１７により温度調整用ベース部３に対して
絶縁されている。
　そして、この給電用端子１５は支持板１２に接合一体化され、さらに、載置板１１と支
持板１２とは、静電吸着用内部電極１３及び絶縁性接着層１４により接合一体化されて静
電チャック部２を構成している。
【００３７】
　温度調整用ベース部３は、静電チャック部２を所望の温度に調整するためのもので、厚
みのある円板状のものである。
　この温度調整用ベース部３としては、例えば、その内部に水を循環させる流路（図示略
）が形成された水冷ベース等が好適である。
　この温度調整用ベース部３を構成する材料としては、熱伝導性、導電性、加工性に優れ
た金属、またはこれらの金属を含む複合材であれば特に制限はなく、例えば、アルミニウ
ム（Ａｌ）、アルミニウム合金、銅（Ｃｕ）、銅合金、ステンレス鋼（ＳＵＳ） 等が好
適に用いられる。この温度調整用ベース部３の少なくともプラズマに曝される面は、アル
マイト処理が施されているか、あるいはアルミナ等の絶縁膜が成膜されていることが好ま
しい。
【００３８】
　ヒータエレメント４は、支持板１２の下面に接着材２１を介して配設されたもので、厚
みが０．２ｍｍ以下、好ましくは０．１ｍｍ以下の一定の厚みを有する非磁性金属薄板、
例えば、チタン（Ｔｉ）薄板、タングステン（Ｗ）薄板、モリブデン（Ｍｏ）薄板等をフ
ォトリソグラフィー法により、所望のヒーターパターンにエッチング加工することで形成
される。
　ここで、ヒータエレメント４の厚みを０．２ｍｍ以下とした理由は、厚みが０．２ｍｍ
を超えると、ヒータエレメント４のパターン形状が板状試料Ｗの温度分布として反映され
、板状試料Ｗの面内温度を所望の温度パターンに維持することが困難になるからである。
【００３９】
　また、ヒータエレメント４を非磁性金属で形成すると、静電チャック装置１を高周波雰
囲気中で用いてもヒータエレメントが高周波により自己発熱せず、したがって、板状試料
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Ｗの面内温度を所望の一定温度または一定の温度パターンに維持することが容易となるの
で好ましい。
　また、一定の厚みの非磁性金属薄板を用いてヒータエレメント４を形成すると、ヒータ
エレメント４の厚みが加熱面全域で一定となり、さらに発熱量も加熱面全域で一定となる
ので、静電チャック部２の載置面における温度分布を均一化することができる。
　このヒータエレメント４には、直流電圧を印加する給電用端子２２が接続され、この給
電用端子２２は、絶縁性を有する碍子２３により温度調整用ベース部３に対して絶縁され
ている。
【００４０】
　接着材２１は、ヒータエレメント４と同一のパターン形状を有するシート状またはフィ
ルム状の接着性樹脂であり、この接着性樹脂としては、ポリイミド樹脂、シリコーン樹脂
、エポキシ樹脂等の耐熱性及び絶縁性を有するものが好ましい。
　この接着材２１の厚みは、５μｍ～１００μｍが好ましく、より好ましくは１０μｍ～
５０μｍである。この接着材２１の面内の厚みのバラツキは１０μｍ以内が好ましい。
　ここで、接着材２１の面内の厚みのバラツキが１０μｍを超えると、静電チャック部２
とヒータエレメント４との面内間隔に１０μｍを超えるバラツキが生じ、その結果、ヒー
タエレメント４から静電チャック部２に伝達される熱の面内均一性が低下し、静電チャッ
ク部２の載置面における面内温度が不均一となるので、好ましくない。
【００４１】
　有機系絶縁性接着剤層５は、静電チャック部２の下面に接着材２１を介して接着された
ヒータエレメント４と温度調整用ベース部３とを対向させた状態で、これらを接着一体化
するとともに、熱応力の緩和作用を有するもので、この有機系絶縁性接着剤層５は、例え
ば、シリコーン系樹脂組成物を加熱硬化したシリコーン樹脂またはアクリル樹脂で形成さ
れている。
【００４２】
　この有機系絶縁性接着剤層５の厚みは５０μｍ以上かつ５００μｍ以下であることが好
ましい。
　ここで、この有機系絶縁性接着剤層５の厚みを上記の範囲とした理由は、この有機系絶
縁性接着剤層５の厚みが５０μｍを下回ると、静電チャック部２と温度調整用ベース部３
との間の熱伝導性は良好となるものの、熱応力緩和が不充分となり、割れやクラックが生
じ易くなるからであり、一方、有機系絶縁性接着剤層５の厚みが５００μｍを超えると、
静電チャック部２と温度調整用ベース部３との間の熱伝導性を十分確保することができな
くなるからである。
【００４３】
　この有機系絶縁性接着剤層５は、例えば、シリコーン系樹脂組成物を加熱硬化したシリ
コーン樹脂またはアクリル樹脂で形成されている。
　このようなシリコーン樹脂としては、特に、硬化後のヤング率が８ＭＰａ以下の樹脂が
好ましい。ここで、硬化後のヤング率が８ＭＰａを超えると、有機系絶縁性接着剤層５に
昇温、降温の熱サイクルが負荷された際に、支持板１２と温度調整用ベース部３との熱膨
張差を吸収することができず、有機系絶縁性接着剤層５の耐久性が低下するので、好まし
くない。
【００４４】
　この有機系絶縁性接着剤層５には、平均粒径が１μｍ以上かつ１０μｍ以下の無機酸化
物、無機窒化物、無機酸窒化物からなるフィラー、例えば、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）
粒子の表面に酸化ケイ素（ＳｉＯ２）からなる被覆層が形成された表面被覆窒化アルミニ
ウム（ＡｌＮ）粒子が含有されていることが好ましい。
　この表面被覆窒化アルミニウム（ＡｌＮ）粒子は、シリコーン樹脂の熱伝導性を改善す
るために混入されたもので、その混入率を調整することにより、有機系絶縁性接着剤層５
の熱伝達率を制御することができる。
【００４５】
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　すなわち、表面被覆窒化アルミニウム（ＡｌＮ）粒子の混入率を高めることにより、有
機系絶縁性接着剤層５を構成する有機系接着剤の熱伝達率を大きくすることができる。
　また、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）粒子の表面に酸化ケイ素（ＳｉＯ２）からなる被覆
層が形成されているので、表面被覆が施されていない単なる窒化アルミニウム（ＡｌＮ）
粒子と比較して優れた耐水性を有している。したがって、シリコーン系樹脂組成物を主成
分とする有機系絶縁性接着剤層５の耐久性を確保することができ、その結果、静電チャッ
ク装置１の耐久性を飛躍的に向上させることができる。
【００４６】
　また、この表面被覆窒化アルミニウム（ＡｌＮ）粒子は、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）
粒子の表面が、優れた耐水性を有する酸化ケイ素（ＳｉＯ２）からなる被覆層により被覆
されているので、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）が大気中の水により加水分解される虞が無
く、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）の熱伝達率が低下する虞もなく、有機系絶縁性接着剤層
５の耐久性が向上する。
　なお、この表面被覆窒化アルミニウム（ＡｌＮ）粒子は、半導体ウエハ等の板状試料Ｗ
への汚染源となる虞もなく、この点からも好ましいフィラーということができる。
【００４７】
　この表面被覆窒化アルミニウム（ＡｌＮ）粒子は、被覆層中のＳｉとシリコーン系樹脂
組成物とにより強固な結合状態を得ることが可能であるから、有機系絶縁性接着剤層５の
伸び性を向上させることが可能である。これにより、静電チャック部２の支持板１２の熱
膨張率と温度調整用ベース部３の熱膨張率との差に起因する熱応力を緩和することができ
、静電チャック部２と温度調整用ベース部３とを精度よく、強固に接着することができる
。また、使用時の熱サイクル負荷に対する耐久性が充分となるので、静電チャック装置１
の耐久性が向上する。
【００４８】
　この表面被覆窒化アルミニウム（ＡｌＮ）粒子の平均粒径は、１μｍ以上かつ１０μｍ
以下が好ましく、より好ましくは２μｍ以上かつ５μｍ以下である。
　ここで、この表面被覆窒化アルミニウム（ＡｌＮ）粒子の平均粒径が１μｍを下回ると
、粒子同士の接触が不十分となり、結果的に熱伝達率が低下する虞があり、また、粒径が
細か過ぎると、取扱等の作業性の低下を招くこととなり、好ましくない。一方、平均粒径
が１０μｍを越えると、接着層の厚みにばらつきが生じ易くなるので好ましくない。
【００４９】
　なお、この静電チャック装置１には、突起部１６の頂面を板状試料Ｗの保持面としたと
きに、突起部１６と板状試料Ｗとの間に形成される溝に冷却媒体を流動させるための孔６
が穿孔され、この孔６は碍子７を介して温度調整用ベース部３を貫通している。
【００５０】
　次に、この静電チャック装置１の製造方法について説明する。
　まず、酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物、希土類元素添加酸化イットリウムア
ルミニウム複合酸化物、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）のいずれかにより板状の載置板１
１を作製する。
　例えば、希土類元素添加酸化イットリウムアルミニウム複合酸化物を用いる場合、酸化
イットリウム粉体と、酸化アルミニウム粉体と、希土類元素酸化物粉体とを、それぞれ所
定の比率で混合し、混合物とする。
　この場合、必要に応じて、水やアルコール類等の溶媒、あるいは分散媒を添加してもよ
い。
【００５１】
　混合方法としては、超音波分散機、メディアに樹脂被覆金属ボールやメノウボール等を
用いた遊星ボールミル、ボールミル、サンドミル等のメディアを用いた
分散機、超高圧粉砕分散機等のメディアレス分散機が用いられる。特に、メディアレス分
散機は、混合物に不純物が含まれる虞がないので、半導体製造装置用の静電チャック装置
には好適である。
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【００５２】
　次いで、この混合物を、自動乳鉢あるいはスプレードライヤー等の造粒装置を用いて所
定の粒径を有する顆粒とし、この顆粒を所望の形状に成形し、得られた成形体を、例えば
、大気中、５０℃～６００℃に加熱して成形体中の揮発成分を散逸（脱脂）させ、次いで
、大気中、真空中、不活性雰囲気中、還元性雰囲気中のうちいずれかの雰囲気中、１００
０℃～１８００℃、好ましくは１５００℃～１７００℃にて、１～１０時間焼成すること
により、載置板１１を得ることができる。
【００５３】
　焼成方法としては、上記のような常圧焼成でもよいが、緻密な載置板１１を得るために
は、ホットプレス（ＨＰ）、熱間静水圧プレス（ＨＩＰ）等の加圧焼成法が好ましい。
　加圧焼成法における加圧力は、特に制限はないが、通常、１０～４０ＭＰａ程度である
。
　このようにして得られた焼結体を、さらに、真空中、還元性雰囲気中のいずれかの雰囲
気中、１０００℃～１８００℃、好ましくは１２００℃～１６００℃にて、１～１００時
間程度加熱処理してもよい。
【００５４】
　また、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、酸化アルミニ
ウム－炭化ケイ素（Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＣ）のいずれかにより板状の支持板１２を作製する
。
　例えば、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）を用いる場合、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ

３）を、自動乳鉢あるいはスプレードライヤー等の造粒装置を用いて所定の粒径を有する
顆粒とし、この顆粒を所望の形状に成形し、得られた成形体を、例えば、大気中、５０℃
～６００℃に加熱して成形体中の揮発成分を散逸（脱脂）させ、次いで、大気中、１００
０℃～１８００℃、好ましくは１５００℃～１７００℃にて、１～１０時間焼成すること
により、支持板１２を得ることができる。
【００５５】
　次いで、支持板１２に、給電用端子１５を嵌め込み保持するための固定孔を複数個形成
する。
　次いで、給電用端子１５を、支持板１２の固定孔に密着固定し得る大きさ、形状となる
ように作製する。この給電用端子１５の作製方法としては、例えば、給電用端子１５を導
電性複合焼結体とした場合、導電性セラミックス粉体を、所望の形状に成形して加圧焼成
する方法等が挙げられる。
【００５６】
　このとき、給電用端子１５に用いられる導電性セラミックス粉体としては、静電吸着用
内部電極１３と同様の材質からなる導電性セラミックス粉体が好ましい。
　また、給電用端子１５を金属とした場合、高融点金属を用い、研削法、粉体治金等の金
属加工法等により形成する方法等が挙げられる。
【００５７】
　次いで、給電用端子１５が嵌め込まれた支持板１２の表面の所定領域に、給電用端子１
５に接触するように、上記の導電性セラミックス粉体等の導電材料を有機溶媒に分散した
静電吸着用内部電極形成用塗布液を塗布し、乾燥して、静電吸着用内部電極形成層とする
。
　この塗布法としては、均一な厚さに塗布する必要があることから、スクリーン印刷法等
を用いることが望ましい。また、他の方法としては、蒸着法あるいはスパッタリング法に
より上記の高融点金属の薄膜を成膜する方法、上記の導電性セラミックスあるいは高融点
金属からなる薄板を配設して静電吸着用内部電極形成層とする方法等がある。
【００５８】
　次いで、支持板１２上の静電吸着用内部電極形成層の上に絶縁性接着層１４、載置板１
１を順次重ね合わせ、次いで、これらを高温、高圧下にてホットプレスして一体化する。
このホットプレスにおける雰囲気は、真空、あるいはＡｒ、Ｈｅ、Ｎ２等の不活性雰囲気
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が好ましい。また、ホットプレスにおける一軸加圧の際の圧力は５～１０ＭＰａが好まし
く、温度は１４００℃～１８５０℃が好ましい。
【００５９】
　このホットプレスにより、静電吸着用内部電極形成層は焼成されて導電性複合焼結体か
らなる静電吸着用内部電極１３となる。同時に、支持板１２及び載置板１１は絶縁性接着
層１４を介して接合一体化される。
　また、給電用端子１５は、高温、高圧下でのホットプレスで再焼成され、支持板１２の
固定孔に密着固定される。
　そして、これら接合体の上下面、外周およびガス穴等を機械加工し、静電チャック部２
とする。
【００６０】
　次いで、この静電チャック部２の支持板１２の表面（下面）の所定の領域に、ポリイミ
ド樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂等の耐熱性及び絶縁性を有しかつヒータエレメン
ト４と同一のパターン形状のシート状またはフィルム状の接着性樹脂を貼着し、接着材２
１とする。
　この接着材２１は、支持板１２の表面（下面）に、ポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、
エポキシ樹脂等の耐熱性及び絶縁性を有する接着性樹脂シートまたは接着性樹脂フィルム
を貼着し、このシートまたはフィルムにヒータエレメント４と同一のパターンを形成する
ことによっても作製することができる。
【００６１】
　次いで、この接着材２１上に、厚みが０．２ｍｍ以下、好ましくは０．１ｍｍ以下の一
定の厚みを有する、例えば、チタン（Ｔｉ）薄板、タングステン（Ｗ）薄板、モリブデン
（Ｍｏ）薄板等の非磁性金属薄板を貼着し、この非磁性金属薄板をフォトリソグラフィー
法により、所望のヒーターパターンにエッチング加工し、ヒータエレメント４とする。
　これにより、支持板１２の表面（下面）に所望のヒーターパターンを有するヒータエレ
メント４が接着材２１を介して形成されたヒータエレメント付き静電チャック部が得られ
る。
【００６２】
　次いで、所定の大きさ及び形状の給電用端子２２を作製する。この給電用端子２２の作
製方法は、上述した給電用端子１５の作製方法と同様、例えば、給電用端子２２を導電性
複合焼結体とした場合、導電性セラミックス粉体を、所望の形状に成形して加圧焼成する
方法等が挙げられる。
　また、給電用端子２２を金属とした場合、高融点金属を用い、研削法、粉体治金等の金
属加工法等により形成する方法等が挙げられる。
【００６３】
　一方、アルミニウム（Ａｌ）、アルミニウム合金、銅（Ｃｕ）、銅合金、ステンレス鋼
（ＳＵＳ） 等からなる金属材料に機械加工を施し、必要に応じて、この金属材料の内部
に水を循環させる流路等を形成し、さらに、給電用端子１５及び碍子１７を嵌め込み保持
するための固定孔と、給電用端子２２及び碍子２３を嵌め込み保持するための固定孔とを
形成し、温度調整用ベース部３とする。
　この温度調整用ベース部３の少なくともプラズマに曝される面には、アルマイト処理を
施すか、あるいはアルミナ等の絶縁膜を成膜することが好ましい。
【００６４】
　次いで、温度調整用ベース部３の静電チャック部２との接合面を、例えばアセトンを用
いて脱脂、洗浄し、この接合面上の所定位置に、ポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、エポ
キシ樹脂等の耐熱性及び絶縁性を有するシート状またはフィルム状の有機系の絶縁性接着
性樹脂を貼着し、有機系絶縁性接着剤層５とする。
【００６５】
　次いで、有機系絶縁性接着剤層５が貼着された温度調整用ベース部３上に、上記のヒー
タエレメント付き静電チャック部を、ヒータエレメント４が有機系絶縁性接着剤層５に接
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するように重ね合わせる。この際、立設した給電用端子１５及び碍子１７と、給電用端子
２２及び碍子２３を、温度調整用ベース部３中に穿孔された給電用端子収容孔（図示略）
に挿入し嵌め込む。
　次いで、静電チャック部２を温度調整用ベース部３に押圧し、静電チャック部２を有機
系絶縁性接着剤層５を介して温度調整用ベース部３に接着一体化する。
　以上により、静電チャック部２及び温度調整用ベース部３は、有機系絶縁性接着剤層５
を介して接合一体化され、本実施形態の静電チャック装置１が得られることとなる。
【実施例】
【００６６】
　以下、実施例及び比較例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
によって限定されるものではない。
【００６７】
「実施例１」
（静電チャック装置の作製）
　公知の方法により、内部に厚み２０μｍの静電吸着用内部電極１３が埋設された静電チ
ャック部２を作製した。
　この静電チャック部２の載置板１１は、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）焼結体であり、
直径は２９８ｍｍ、厚みは０．５ｍｍの円板状であった。また、この載置板１１の静電吸
着面を、高さが４０μｍの多数の突起部１６を形成することで凹凸面とし、これらの突起
部１６の頂面を板状試料Ｗの保持面とし、凹部と静電吸着された板状試料Ｗとの間に形成
される溝に冷却ガスを流すことができるようにした。
【００６８】
　また、支持板１２は、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）焼結体であり、直径は２９８ｍ
ｍ、厚みは２ｍｍの円板状であった。
　これら載置板１１及び支持板１２を接合一体化することにより、静電チャック部２の全
体の厚みは２．５ｍｍとなっていた。
　一方、直径３５０ｍｍ、高さ３０ｍｍのアルミニウム製の温度調整用ベース部３を、機
械加工により作製した。この温度調整用ベース部３の内部には冷媒を循環させる流路（図
示略）を形成した。
【００６９】
　次いで、この静電チャック部２の支持板１２の表面（下面）を、アセトンを用いて脱脂
、洗浄し、この表面の所定の領域に、厚み２０μｍのエポキシ樹脂からなるシート接着剤
を貼着し、接着材２１とした。
　次いで、この接着材２１上に、厚みが１００μｍのチタン（Ｔｉ）薄板を載置した。次
いで、真空中、１５０℃にて加圧保持し、静電チャック部２とチタン（Ｔｉ）薄板とを接
着固定した。
【００７０】
　次いで、チタン（Ｔｉ）薄板をフォトリソグラフィー法により所定の形状のヒータパタ
ーンにエッチング加工し、ヒータエレメント４とした。また、このヒータエレメント４に
、チタン製の給電用端子２２を溶接法を用いて立設した。
　これにより、ヒータエレメント付き静電チャック部が得られた。
【００７１】
　次いで、温度調整用ベース部３の静電チャック部２との接合面を、アセトンを用いて脱
脂、洗浄し、この接合面上の所定位置に、有機系絶縁性接着剤層５として厚み２０μｍの
エポキシ樹脂からなるシート接着剤を貼着した。
　次いで、シート接着剤が貼着された温度調整用ベース部３上に、上記のヒータエレメン
ト付き静電チャック部を重ね合わせ、この静電チャック部２を温度調整用ベース部３に押
圧して静電チャック部２と温度調整用ベース部３とを接合させ、実施例１の静電チャック
装置１を作製した。
【００７２】
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（評価）
　この静電チャック装置の載置板及び支持板それぞれの（１）熱伝導率、（２）熱膨張率
、及び、この静電チャック装置の（３）均熱性、（４）熱サイクル試験、（５）耐食性、
それぞれについて評価した。
【００７３】
（１）熱伝導率
　載置板及び支持板それぞれから、直径１０ｍｍ、厚み２ｍｍの円板状の試験片を切り取
り、この試験片について、日本工業規格ＪＩＳ Ｒ １６１１「ファインセラミックスのフ
ラッシュ法による熱拡散率・比熱容量・熱伝導率の測定方法」に規定されたレーザーフラ
ッシュ法により測定した。
【００７４】
（２）熱膨張率
　載置板及び支持板それぞれの熱膨張率を、熱膨張率測定装置 ＤＬ７０００（アルバッ
ク理工株式会社製）を用いて測定した。
　測定条件は、アルゴンガスの雰囲気下、室温（２５℃）から１０００℃まで、昇温速度
５℃／分にて昇温させ、その間における熱膨張率を算出した。
【００７５】
（３）均熱性
　静電チャック装置の載置面に直径３００ｍｍのシリコンウエハを静電吸着させ、温度調
整用ベース部の流路（図示略）に２０℃の冷却水を循環させながら、シリコンウエハの中
心温度が４０℃となるようにヒータエレメントに通電し、このときのシリコンウエハの面
内温度分布をサーモグラフィＴＶＳ－２００ＥＸ（日本アビオニクス社製）を用いて測定
した。
【００７６】
（４）熱サイクル試験
　静電チャック装置を真空チャンバに装置し、フロン系冷媒により温度調整用ベース部を
２０℃に一定に保った状態で、載置面にシリコンウエハを配置し、ヒータエレメントに４
０００Ｗの電力を印加することでシリコンウエハを断続的に加熱することにより、シリコ
ンウエハの表面温度が４０℃と１００℃との間を繰り返すサイクルを計１０００回繰り返
した。
【００７７】
　その後、静電チャック装置の静電吸着用内部電極と温度調整用ベース部との間に４００
０Ｖの直流電圧を印加し、この場合のシリコンウエハにおける漏れ電流を測定し、漏れ電
流が１ｍＡ未満の場合に静電チャック装置が破壊していないと判断（表１中、○）し、漏
れ電流が１ｍＡ以上の場合に静電チャック装置が破壊したと判断した。
　また、破壊したと判断された静電チャック装置については、繰り返すサイクルを５００
回、２００回、１００回と順次減少させて静電チャック装置が破壊する回数を調べ、この
回数を試験結果とした。
【００７８】
（５）耐食性
　静電チャック装置を炭化ハロゲン系ガス・酸素・アルゴンの混合ガス中でプラズマに８
時間暴露し、暴露面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて観察し、載置面の表面荒れを
評価した。
　評価基準は次のとおりである。
　　　○：表面荒れが認められない
　　　△：表面荒れがやや認められる
　　　×：表面荒れが認められる
　これらの評価結果を表１に示す。
【００７９】
「実施例２」
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　静電チャック部２の載置板１１を酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）焼結体からイットリウ
ムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ）に替えた他は、実施例１に準じて、実施例２の静電
チャック装置を作製し、評価した。
　評価結果を表１に示す。
【００８０】
「実施例３」
　静電チャック部２の載置板１１を酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）焼結体から、イットリ
ウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ）に酸化サマリウム（Ｓｍ２Ｏ３）を１０質量％添
加した酸化サマリウム（Ｓｍ２Ｏ３）添加イットリウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ
・Ｓｍ）に替えた他は、実施例１に準じて、実施例３の静電チャック装置を作製し、評価
した。
　評価結果を表１に示す。
【００８１】
「実施例４」
　静電チャック部２の載置板１１を酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）焼結体から、イットリ
ウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ・Ｇｄ）に酸化ガドリニウム（Ｇｄ２Ｏ３）を１０
質量％添加した酸化ガドリニウム（Ｇｄ２Ｏ３）添加イットリウムアルミニウムガーネッ
ト（ＹＡＧ・Ｇｄ）に替えた他は、実施例１に準じて、実施例４の静電チャック装置を作
製し、評価した。
　評価結果を表１に示す。
【００８２】
「実施例５」
　静電チャック部２の載置板１１を酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）焼結体から、イットリ
ウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ）に酸化サマリウム（Ｓｍ２Ｏ３）を１０質量％添
加した酸化サマリウム（Ｓｍ２Ｏ３）添加イットリウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ
・Ｓｍ）に替え、支持板１２を酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）焼結体から窒化アルミニ
ウム（ＡｌＮ）焼結体に替えた他は、実施例１に準じて、実施例４の静電チャック装置を
作製し、評価した。
　評価結果を表１に示す。
【００８３】
「比較例１」
　静電チャック部２の載置板１１及び支持板１２を、共にイットリウムアルミニウムガー
ネット（ＹＡＧ）とした他は、実施例１に準じて、比較例１の静電チャック装置を作製し
、評価した。
　評価結果を表１に示す。
【００８４】
「比較例２」
　静電チャック部２の載置板１１及び支持板１２を、１枚のイットリウムアルミニウムガ
ーネット（ＹＡＧ）板により構成し、この中に静電吸着用内部電極を埋め込んだ構造とし
た他は、実施例１に準じて、比較例２の静電チャック装置を作製し、評価した。
　評価結果を表１に示す。
【００８５】
「比較例３」
　静電チャック部２の載置板１１及び支持板１２を、共に酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３

）焼結体とした他は、実施例１に準じて、比較例３の静電チャック装置を作製し、評価し
た。
　評価結果を表１に示す。
【００８６】
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【表１】

【００８７】
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　表１によれば、実施例１～５の静電チャック装置は、熱伝導率、熱膨張率、均熱性、熱
サイクル試験及び耐食性の全ての点で、比較例１～３の静電チャック装置と比べて優れた
ものであった。
　一方、比較例１は、載置板１１及び支持板１２を、共に熱伝導率が２０Ｗ／Ｋｍ未満と
低くかつ機械的強度の弱いイットリウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ）により構成し
たことにより、載置板１１と支持板１２との間にクラックや剥がれが生じていた。
　比較例２は、載置板１１及び支持板１２を、熱伝導率が２０Ｗ／Ｋｍ未満と低くかつ機
械的強度の弱い１枚のイットリウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ）板により構成した
ことにより、内部にクラックが生じていた。
　比較例３は、載置板１１に酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）焼結体を用いたために、耐
食性が劣っていた。
【符号の説明】
【００８８】
　１　静電チャック装置
　２　静電チャック部
　３　温度調整用ベース部
　４　ヒータエレメント（加熱部材）
　５　有機系絶縁性接着剤層
　６　孔
　７　碍子
　１１　載置板
　１２　支持板
　１３　静電吸着用内部電極
　１４　樹脂系の絶縁性接着層
　１５　給電用端子
　１６　突起部
　１７　碍子
　２１　接着材
　２２　給電用端子
　２３　碍子
　Ｗ　板状試料
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