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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理対象物を載置する第１主面と、前記第１主面とは反対側の第２主面と、を有するセ
ラミック誘電体基板と、
　積層方向において前記セラミック誘電体基板とは離れた位置に設けられ前記セラミック
誘電体基板を支持するベースプレートと、
　前記セラミック誘電体基板と前記ベースプレートとの間に設けられたヒータプレートと
、
　を備え、
　前記ヒータプレートは、
　　金属を含む第１の支持板と、
　　金属を含む第２の支持板と、
　　前記第１の支持板と前記第２の支持板との間に設けられ電流が流れることにより発熱
するヒータエレメントと、
　　前記第１の支持板と前記ヒータエレメントとの間に設けられた第１の樹脂層と、
　　前記第２の支持板と前記ヒータエレメントとの間に設けられた第２の樹脂層と、
　を有し、
　前記第１の支持板の前記第２の支持板側の面は、前記積層方向に沿ってみたときに、前
記ヒータエレメントと重なる第１領域と、前記ヒータエレメントと重ならない第２領域と
、を有し、



(2) JP 6195029 B1 2017.9.13

10

20

30

40

50

　前記積層方向に対して平行な断面において、前記第２領域は、前記第１領域に比べて前
記第２の支持板側に突出していることを特徴とする静電チャック。
【請求項２】
　処理対象物を載置する第１主面と、前記第１主面とは反対側の第２主面と、を有するセ
ラミック誘電体基板と、
　積層方向において前記セラミック誘電体基板とは離れた位置に設けられ前記セラミック
誘電体基板を支持するベースプレートと、
　前記セラミック誘電体基板と前記ベースプレートとの間に設けられたヒータプレートと
、
　を備え、
　前記ヒータプレートは、
　　金属を含む第１の支持板と、
　　金属を含む第２の支持板と、
　　前記第１の支持板と前記第２の支持板との間に設けられ電流が流れることにより発熱
するヒータエレメントと、
　　前記第１の支持板と前記ヒータエレメントとの間に設けられた第１の樹脂層と、
　　前記第２の支持板と前記ヒータエレメントとの間に設けられた第２の樹脂層と、
　を有し、
　前記第２の支持板の前記第１の支持板側の面は、前記積層方向に沿ってみたときに、前
記ヒータエレメントと重なる領域と、前記ヒータエレメントと重ならない領域と、を有し
、
　前記積層方向に対して平行な断面において、前記ヒータエレメントと重ならない前記領
域は、前記ヒータエレメントと重なる前記領域に比べて前記第１の支持板側に突出してい
ることを特徴とする静電チャック。
【請求項３】
　前記第２の支持板の前記第１の支持板側の面は、前記積層方向に沿ってみたときに、前
記ヒータエレメントと重なる第３領域と、前記ヒータエレメントと重ならない第４領域と
、を有し、
　前記積層方向に対して平行な断面において、前記第４領域は、前記第３領域に比べて前
記第１の支持板側に突出していることを特徴とする請求項１記載の静電チャック。
【請求項４】
　前記第１の支持板の前記第２の支持板側の面は、前記ヒータエレメントの形状にならっ
た凹凸を有し、
　前記第２の支持板の前記第１の支持板側の面は、前記ヒータエレメントの形状にならっ
た凹凸を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項５】
　前記第２領域と前記第４領域との間の前記積層方向に沿った距離は、前記第１領域と前
記第３領域との間の前記積層方向に沿った距離よりも短いことを特徴とする請求項３記載
の静電チャック。
【請求項６】
　前記第１領域と前記第２領域との間の前記積層方向に沿った距離は、前記第２領域と前
記第４領域との間の前記積層方向に沿った距離よりも短く、
　前記第３領域と前記第４領域との間の前記積層方向に沿った距離は、前記第２領域と前
記第４領域との間の前記積層方向に沿った前記距離よりも短いことを特徴とする請求項３
～５のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項７】
　前記ヒータエレメントの前記第１の支持板側の面の幅は、前記ヒータエレメントの前記
第２の支持板側の面の幅と異なることを特徴とする請求項１～６のいずれか１つに記載の
静電チャック。
【請求項８】
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　前記ヒータエレメントの前記第１の支持板側の面の幅は、前記ヒータエレメントの前記
第２の支持板側の面の幅よりも狭いことを特徴とする請求項７記載の静電チャック。
【請求項９】
　前記ヒータエレメントの前記第１の支持板側の面の幅は、前記ヒータエレメントの前記
第２の支持板側の面の幅よりも広いことを特徴とする請求項７記載の静電チャック。
【請求項１０】
　前記断面において、前記ヒータエレメントの側面は、曲線状であることを特徴とする請
求項１～９のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項１１】
　前記ヒータエレメントの側面は、前記ヒータエレメントの前記第１の支持板側の面及び
前記ヒータエレメントの前記第２の支持板側の面の少なくともいずれかよりも粗いことを
特徴とする請求項１～１０のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項１２】
　前記第１の支持板は、前記第２の支持板と電気的に接合されたことを特徴とする請求項
１～１１のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項１３】
　前記第１の支持板が前記第２の支持板と接合された領域の面積は、前記第１の支持板の
上面の面積よりも狭く、前記第２の支持板の下面の面積よりも狭いことを特徴とする請求
項１２記載の静電チャック。
【請求項１４】
　前記ヒータエレメントは、帯状のヒータ電極を有し、
　前記ヒータ電極は、複数の領域において互いに独立した状態で設けられたことを特徴と
する請求項１～１３のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項１５】
　前記ヒータエレメントは、複数設けられ、
　前記複数の前記ヒータエレメントは、互いに異なる層に独立した状態で設けられたこと
を特徴とする請求項１～１４のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項１６】
　前記ヒータエレメントと、前記第２の支持板と、の間に設けられ導電性を有するバイパ
ス層をさらに備えたことを特徴とする請求項１～１５のいずれか１つに記載の静電チャッ
ク。
【請求項１７】
　前記第１の支持板の前記第２の支持板側の面は、前記積層方向に沿ってみたときに、前
記バイパス層と重なる第１部分と、前記バイパス層と重ならない第２部分と、を有し、
　前記第２の支持板の前記第１の支持板側の面は、前記積層方向に沿ってみたときに、前
記バイパス層と重なる第３部分と、前記バイパス層と重ならない第４部分と、を有し、
　前記第１部分と前記第２部分との間の前記積層方向に沿った距離は、前記第３と前記４
部分との間の前記積層方向に沿った距離より短いことを特徴とする請求項１６記載の静電
チャック。
【請求項１８】
　前記ヒータエレメントは、前記バイパス層と電気的に接合され、前記第１の支持板およ
び前記第２の支持板とは電気的に絶縁されたことを特徴とする請求項１６または１７に記
載の静電チャック。
【請求項１９】
　前記バイパス層の厚さは、前記第１の樹脂層の厚さよりも厚いことを特徴とする請求項
１６～１８のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項２０】
　前記バイパス層の厚さは、前記ヒータエレメントの厚さよりも厚いことを特徴とする請
求項１６～１９のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項２１】
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　前記バイパス層は、前記ヒータエレメントと、前記ベースプレートと、の間に設けられ
たことを特徴とする請求項１６～２０のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項２２】
　前記バイパス層は、前記ヒータエレメントと、前記セラミック誘電体基板と、の間に設
けられたことを特徴とする請求項１６～２０のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項２３】
　前記バイパス層の上面の幅に対する前記バイパス層の下面の幅の大小関係は、前記ヒー
タエレメントの上面の幅に対する前記ヒータエレメントの下面の幅の大小関係と同じであ
ることを特徴とする請求項１６～２２のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項２４】
　前記バイパス層の上面の幅に対する前記バイパス層の下面の幅の大小関係は、前記ヒー
タエレメントの上面の幅に対する前記ヒータエレメントの下面の幅の大小関係と反対であ
ることを特徴とする請求項１６～２２のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項２５】
　前記第１の支持板の上面の面積は、前記第２の支持板の下面の面積よりも広いことを特
徴とする請求項１～２４のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項２６】
　前記第１の支持板は、複数の支持部を有し、
　前記複数の支持部は、互いに独立した状態で設けられたことを特徴とする請求項１～２
５のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項２７】
　前記ヒータプレートから前記ベースプレートに向かって設けられ、前記ヒータプレート
に電力を供給する給電端子をさらに備えたことを特徴とする請求項１～２６のいずれか１
つに記載の静電チャック。
【請求項２８】
　前記給電端子は、
　　外部から電力を供給するソケットと接続されるピン部と、
　　前記ピン部よりも細い導線部と、
　　前記導線部と接続された支持部と、
　　前記支持部と接続され前記ヒータエレメントと接合された接合部と、
　を有することを特徴とする請求項２７記載の静電チャック。
【請求項２９】
　前記ヒータプレートから前記ベースプレートに向かって設けられ、前記ヒータプレート
に電力を供給する給電端子をさらに備え、
　前記給電端子は、
　　外部から電力を供給するソケットと接続されるピン部と、
　　前記ピン部よりも細い導線部と、
　　前記導線部と接続された支持部と、
　　前記支持部と接続され前記バイパス層と接合された接合部と、
　を有し、前記バイパス層を介して前記電力を前記ヒータエレメントに供給することを特
徴とする請求項１６～２４のいずれか１つに記載の静電チャック。
【請求項３０】
　前記ベースプレートに設けられ、前記ヒータプレートに電力を供給する給電端子をさら
に備え、
　前記給電端子は、
　　外部から電力を供給するソケットと接続される給電部と、
　　前記給電部と接続され、前記ヒータプレートに押圧された端子部と、
　を有することを特徴とする請求項１～２６のいずれか１つに記載の静電チャック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明の態様は、一般的に、静電チャックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　エッチング、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）、スパッタリング、イオン注入、
アッシングなどを行うプラズマ処理チャンバ内では、半導体ウェーハやガラス基板などの
処理対象物を吸着保持する手段として、静電チャックが用いられている。静電チャックは
、内蔵する電極に静電吸着用電力を印加し、シリコンウェーハ等の基板を静電力によって
吸着する。
【０００３】
　静電チャックを有する基板処理装置においては、歩留まりの向上及び品質の向上（例え
ばウェーハの加工精度の向上）のため、ウェーハの温度制御が求められている。静電チャ
ックには、例えば２種類のウェーハの温度制御が求められる。１つは、ウェーハ面内の温
度分布を均一にする性能（温度均一性）である。もう１つは、ウェーハを所定の温度に短
い時間で到達させる性能である。例えば、ヒータによる加熱性能（昇温速度）が求められ
る。昇温速度は、ウェーハを処理する際のタクトタイムに関係するため、スループットに
影響する。また、静電チャックには、ウェーハ面内において温度に意図的に差をつける性
能（温度制御性）が求められる場合がある。
【０００４】
　ウェーハの温度を制御する方法として、ヒータ（発熱体）や冷却板を内蔵する静電チャ
ックを用いる方法が知られている。通常、温度均一性は、温度制御性とトレードオフの関
係にある。同時に、静電チャックにおいては、ヒータの信頼性、特に耐電圧特性が求めら
れる。
【０００５】
　ウェーハ処理のプロセスでは、ＲＦ（Radio Frequency）電圧（高周波電圧）が印加さ
れる。ＲＦ電圧が印加されると、一般的なヒータは、高周波の影響を受けて発熱する。す
ると、ウェーハの温度が影響を受ける。また、ＲＦ電圧が印加されると、漏れ電流が設備
側に流れる。そのため、フィルタなどの機構が設備側に必要となる。
【０００６】
　プラズマエッチング装置などにおけるプロセスでは、様々な強度および様々な分布のプ
ラズマがウェーハに照射される。その場合には、ウェーハの温度をプロセスに適した温度
に制御すること（温度均一性および温度制御性）が求められる。また、生産性を向上させ
るためには、ウェーハの温度を所定の温度に短時間で到達させることが求められる。急激
な温度変化、入熱、高周波電圧の印加によって、静電チャックには熱的・電気的・機械的
な負荷が発生する。静電チャックは、これらの負荷に対して高い信頼性（とりわけ絶縁耐
圧・接着の信頼性）が求められる。　
　例えば静電チャックに内蔵されたヒータの温度制御によって、これらの要求を満たす試
みがなされている。しかし、これらの要求を同時に満足することは困難であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－４０６４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、熱的・電気的・機械的な
負荷に耐え得る、信頼性の高い静電チャック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】
【０００９】
　第１の発明は、処理対象物を載置する第１主面と、前記第１主面とは反対側の第２主面
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と、を有するセラミック誘電体基板と、積層方向において前記セラミック誘電体基板とは
離れた位置に設けられ前記セラミック誘電体基板を支持するベースプレートと、前記セラ
ミック誘電体基板と前記ベースプレートとの間に設けられたヒータプレートと、を備え、
前記ヒータプレートは、金属を含む第１の支持板と、金属を含む第２の支持板と、前記第
１の支持板と前記第２の支持板との間に設けられ電流が流れることにより発熱するヒータ
エレメントと、前記第１の支持板と前記ヒータエレメントとの間に設けられた第１の樹脂
層と、前記第２の支持板と前記ヒータエレメントとの間に設けられた第２の樹脂層と、を
有し、前記第１の支持板の前記第２の支持板側の面は、前記積層方向に沿ってみたときに
、前記ヒータエレメントと重なる第１領域と、前記ヒータエレメントと重ならない第２領
域と、を有し、前記積層方向に対して平行な断面において、前記第２領域は、前記第１領
域に比べて前記第２の支持板側に突出していることを特徴とする静電チャックである。
【００１０】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントは、第１の支持板と、第２の支持板と、
の間に設けられている。これにより、ヒータプレートの面内の温度分布の均一化を向上さ
せ、処理対象物の面内の温度分布の均一性を向上させることができる。また、第１の支持
板および第２の支持板は、ヒータエレメントを高周波から遮断し、ヒータエレメントが異
常温度に発熱することを抑制することができる。従って、静電チャックの信頼性を向上さ
せることができる。
【００１１】
　第２の発明は、処理対象物を載置する第１主面と、前記第１主面とは反対側の第２主面
と、を有するセラミック誘電体基板と、積層方向において前記セラミック誘電体基板とは
離れた位置に設けられ前記セラミック誘電体基板を支持するベースプレートと、前記セラ
ミック誘電体基板と前記ベースプレートとの間に設けられたヒータプレートと、を備え、
前記ヒータプレートは、金属を含む第１の支持板と、金属を含む第２の支持板と、前記第
１の支持板と前記第２の支持板との間に設けられ電流が流れることにより発熱するヒータ
エレメントと、前記第１の支持板と前記ヒータエレメントとの間に設けられた第１の樹脂
層と、前記第２の支持板と前記ヒータエレメントとの間に設けられた第２の樹脂層と、を
有し、前記第２の支持板の前記第１の支持板側の面は、前記積層方向に沿ってみたときに
、前記ヒータエレメントと重なる領域と、前記ヒータエレメントと重ならない領域と、を
有し、前記積層方向に対して平行な断面において、前記ヒータエレメントと重ならない前
記領域は、前記ヒータエレメントと重なる前記領域に比べて前記第１の支持板側に突出し
ていることを特徴とする静電チャックである。
【００１２】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントは、第１の支持板と、第２の支持板と、
の間に設けられている。これにより、ヒータプレートの面内の温度分布の均一化を向上さ
せ、処理対象物の面内の温度分布の均一性を向上させることができる。また、第１の支持
板および第２の支持板は、ヒータエレメントを高周波から遮断し、ヒータエレメントが異
常温度に発熱することを抑制することができる。従って、静電チャックの信頼性を向上さ
せることができる。
【００１３】
　第３の発明は、第１の発明において、前記第２の支持板の前記第１の支持板側の面は、
前記積層方向に沿ってみたときに、前記ヒータエレメントと重なる第３領域と、前記ヒー
タエレメントと重ならない第４領域と、を有し、前記積層方向に対して平行な断面におい
て、前記第４領域は、前記第３領域に比べて前記第１の支持板側に突出していることを特
徴とする静電チャックである。
【００１４】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントは、第１の支持板と、第２の支持板と、
の間に設けられている。これにより、ヒータプレートの面内の温度分布の均一化を向上さ
せ、処理対象物の面内の温度分布の均一性を向上させることができる。また、第１の支持
板および第２の支持板は、ヒータエレメントを高周波から遮断し、ヒータエレメントが異
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常温度に発熱することを抑制することができる。
【００１５】
　第４の発明は、第１～第３のいずれか１つの発明において、前記第１の支持板の前記第
２の支持板側の面は、前記ヒータエレメントの形状にならった凹凸を有し、前記第２の支
持板の前記第１の支持板側の面は、前記ヒータエレメントの形状にならった凹凸を有する
ことを特徴とする静電チャックである。
【００１６】
　この静電チャックによれば、第１の支持板に近接する層と第１の支持板との密着性が高
い。また、第２の支持板に近接する層と第２の支持板との密着性が高い。これにより、設
計通りの均熱性と耐電圧特性を実現できる。また、処理対象物の温度を上昇させる速度を
向上させることができる。したがって、例えば「ヒータの加熱性能（昇温速度）」と、「
温度均一性」「耐電圧信頼性」と、の両立が可能となる。
【００１７】
　第５の発明は、第３の発明において、前記第２領域と前記第４領域との間の前記積層方
向に沿った距離は、前記第１領域と前記第３領域との間の前記積層方向に沿った距離より
も短いことを特徴とする静電チャックである。
【００１８】
　この静電チャックによれば、第１の支持板に近接する層と第１の支持板との密着性が高
い。また、第２の支持板に近接する層と第２の支持板との密着性が高い。これにより、設
計通りの均熱性と耐電圧特性を実現できる。また、処理対象物の温度を上昇させる速度を
向上させることができる。したがって、例えば「ヒータの加熱性能（昇温速度）」と、「
温度均一性」「耐電圧信頼性」と、の両立が可能となる。
【００１９】
　第６の発明は、第３～第５のいずれか１つの発明において、前記第１領域と前記第２領
域との間の前記積層方向に沿った距離は、前記第２領域と前記第４領域との間の前記積層
方向に沿った距離よりも短く、前記第３領域と前記４領域との間の前記積層方向に沿った
距離は、前記第２領域と前記第４領域との間の前記積層方向に沿った前記距離よりも短い
ことを特徴とする静電チャックである。
【００２０】
　この静電チャックによれば、第１の支持板に近接する層と第１の支持板との密着性、及
び、第２の支持板に近接する層と第２の支持板との密着性を確保しつつ、第１の支持板、
第２の支持板などに生じる歪みが大きくなりすぎることを防げる。
【００２１】
　第７の発明は、第１～第６のいずれか１つの発明において、前記ヒータエレメントの前
記第１の支持板側の面の幅は、前記ヒータエレメントの前記第２の支持板側の面の幅と異
なることを特徴とする静電チャックである。
【００２２】
　この静電チャックによれば、熱膨張によりヒータエレメントが変形しても、第１の樹脂
層などに掛かる応力を低減することができる。これにより、ヒータエレメントに近接する
層（例えば、第１の樹脂層）の剥離を抑制することができる。剥離によって生じる処理対
象物の温度変化を抑制することができる。従って、静電チャックの信頼性を向上させるこ
とができる。
【００２３】
　第８の発明は、第７の発明において、前記ヒータエレメントの前記第１の支持板側の面
の幅は、前記ヒータエレメントの前記第２の支持板側の面の幅よりも狭いことを特徴とす
る静電チャックである。
【００２４】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントの第１の支持板側の面に接触する層に加
わる応力を低減し、剥離を抑制することができる。例えば、第１の樹脂層の剥離を抑制す
ることができる。また、熱が逃げやすいベースプレート側の発熱量が、セラミック誘電体
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側の発熱量よりも多くなり、上下方向における熱分布のバラツキを抑制することができる
。例えば、均熱性をより向上させることができる。
【００２５】
　第９の発明は、第７の発明において、前記ヒータエレメントの前記第１の支持板側の面
の幅は、前記ヒータエレメントの前記第２の支持板側の面の幅よりも広いことを特徴とす
る静電チャックである。
【００２６】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントの第２の支持板側の面に接触する層に加
わる応力を低減し、剥離を抑制することができる。また、ヒータエレメントの第１の支持
板側の面において熱を持ち易くするとともに、ヒータエレメントの第２の支持板側の面に
おいて熱を冷まし易くし、温度追従性（ランプレート）をより向上させることができる。
【００２７】
　第１０の発明は、第１～第９のいずれか１つの発明において、前記断面において、前記
ヒータエレメントの側面は、曲線状であることを特徴とする静電チャックである。
【００２８】
　この静電チャックによれば、側面に近接する層に加わる応力を低減し、側面に近接する
層の剥離を抑制することができる。
【００２９】
　第１１の発明は、第１～第１０のいずれか１つの発明において、前記ヒータエレメント
の側面は、前記ヒータエレメントの前記第１の支持板側の面及び前記ヒータエレメントの
前記第２の支持板側の面の少なくともいずれかよりも粗いことを特徴とする静電チャック
である。
【００３０】
　この静電チャックによれば、側面部分での密着性を向上させ、ヒータエレメントに近接
する層の剥離をより抑制することができる。
【００３１】
　第１２の発明は、第１～第１１のいずれか１つの発明において、前記第１の支持板は、
前記第２の支持板と電気的に接合されたことを特徴とする静電チャックである。
【００３２】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントを高周波から遮断することができる。こ
れにより、ヒータエレメントが異常温度に発熱することを抑制することができる。また、
ヒータプレートのインピーダンスを抑えることができる。
【００３３】
　第１３の発明は、第１２の発明において、前記第１の支持板が前記第２の支持板と接合
された領域の面積は、前記第１の支持板の上面の面積よりも狭く、前記第２の支持板の下
面の面積よりも狭いことを特徴とする静電チャックである。
【００３４】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントを高周波から遮断することができる。こ
れにより、ヒータエレメントが異常温度に発熱することを抑制することができる。また、
ヒータプレートのインピーダンスを抑えることができる。
【００３５】
　第１４の発明は、第１～第１３のいずれか１つの発明において、前記ヒータエレメント
は、帯状のヒータ電極を有し、前記ヒータ電極は、複数の領域において互いに独立した状
態で設けられたことを特徴とする静電チャックである。
【００３６】
　この静電チャックによれば、ヒータ電極が複数の領域において互いに独立した状態で設
けられているため、処理対象物の面内の温度を各領域ごとに独立して制御することができ
る。これにより、処理対象物の面内の温度に意図的に差をつけることができる。
【００３７】
　第１５の発明は、第１～第１４のいずれか１つの発明において、前記ヒータエレメント
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は、複数設けられ、前記複数の前記ヒータエレメントは、互いに異なる層に独立した状態
で設けられたことを特徴とする静電チャックである。
【００３８】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントが互いに異なる層に独立した状態で設け
られているため、処理対象物の面内の温度を各領域ごとに独立して制御することができる
。これにより、処理対象物の面内の温度に意図的に差をつけることができる（温度制御性
）。
【００３９】
　第１６の発明は、第１～第１５のいずれか１つの発明において、前記ヒータエレメント
と、前記第２の支持板と、の間に設けられ導電性を有するバイパス層をさらに備えたこと
を特徴とする静電チャックである。
【００４０】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントに電力を供給する端子の配置に対してよ
り大きい自由度を持たせることができる。バイパス層が設けられることで、バイパス層が
設けられていない場合と比較して熱容量が大きい端子をヒータエレメントに直接接合させ
なくともよい。これにより、処理対象物の面内の温度分布の均一性を向上させることがで
きる。また、バイパス層が設けられていない場合と比較して薄いヒータエレメントに端子
を接合させなくともよい。これにより、ヒータプレートの信頼性を向上させることができ
る。
【００４１】
　第１７の発明は、第１６の発明において、前記第１の支持板の前記第２の支持板側の面
は、前記積層方向に沿ってみたときに、前記バイパス層と重なる第１部分と、前記バイパ
ス層と重ならない第２部分と、を有し、前記第２の支持板の前記第１の支持板側の面は、
前記積層方向に沿ってみたときに、前記バイパス層と重なる第３部分と、前記バイパス層
と重ならない第４部分と、を有し、前記第１部分と前記第２部分との間の前記積層方向に
沿った距離は、前記第３と前記４部分との間の前記積層方向に沿った距離より短いことを
特徴とする静電チャックである。
【００４２】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメント側に位置する第１の支持板における構造
的な歪は、バイパス層側に位置する第２の支持板における構造的な歪よりも小さい。熱歪
が生じやすいヒータエレメント側の構造的な歪を小さくすることにより、熱歪による応力
によってヒータプレート全体に掛かる負荷を抑制することができる。
【００４３】
　第１８の発明は、第１６または第１７の発明において、前記ヒータエレメントは、前記
バイパス層と電気的に接合され、前記第１の支持板および前記第２の支持板とは電気的に
絶縁されたことを特徴とする静電チャックである。
【００４４】
　この静電チャックによれば、バイパス層を介してヒータエレメントに外部から電力を供
給することができる。
【００４５】
　第１９の発明は、第１６～第１８のいずれか１つの発明において、前記バイパス層の厚
さは、前記第１の樹脂層の厚さよりも厚いことを特徴とする静電チャックである。
【００４６】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントに電力を供給する端子の配置に対してよ
り大きい自由度を持たせることができる。また、バイパス層の電気抵抗を抑え、バイパス
層の発熱量を抑えることができる。
【００４７】
　第２０の発明は、第１６～第１９のいずれか１つの発明において、前記バイパス層の厚
さは、前記ヒータエレメントの厚さよりも厚いことを特徴とする静電チャックである。
【００４８】
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　この静電チャックによれば、ヒータエレメントに電力を供給する端子の配置に対してよ
り大きい自由度を持たせることができる。また、バイパス層の電気抵抗を抑え、バイパス
層の発熱量を抑えることができる。
【００４９】
　第２１の発明は、第１６～第２０のいずれか１つの発明において、前記ヒータエレメン
トと、前記ベースプレートと、の間に設けられたことを特徴とする静電チャックである。
【００５０】
　この静電チャックによれば、バイパス層は、ヒータエレメントから供給された熱がベー
スプレートへ伝わることを抑制する。つまり、バイパス層は、バイパス層からみてベース
プレートの側に対する断熱効果を有し、処理対象物の面内の温度分布の均一性を向上させ
ることができる。
【００５１】
　第２２の発明は、第１６～第２０のいずれか１つの発明において、前記バイパス層は、
前記ヒータエレメントと、前記セラミック誘電体基板と、の間に設けられたことを特徴と
する静電チャックである。
【００５２】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントのパターンによって生じる温度分布のム
ラを、バイパス層によって緩和して、温度分布の均一性を向上させることができる。
【００５３】
　第２３の発明は、第１６～第２２のいずれか１つの発明において、前記バイパス層の上
面の幅に対する前記バイパス層の下面の幅の大小関係は、前記ヒータエレメントの上面の
幅に対する前記ヒータエレメントの下面の幅の大小関係と同じであることを特徴とする静
電チャックである。
【００５４】
　バイパス層及びヒータエレメントのそれぞれにおいて、下面よりも上面が広い場合、ヒ
ータプレートの上方を熱しやすくすることができる。また、下面が比較的短いことにより
、ヒータプレートの下方を冷ましやすくすることができる。これにより、温度追従性（ラ
ンプレート）を向上させることができる。バイパス層及びヒータエレメントのそれぞれに
おいて、上面よりも下面が広い場合、上下方向における熱分布の偏りを抑制することがで
きる。
【００５５】
　第２４の発明は、第１６～第２２のいずれか１つの発明において、前記バイパス層の上
面の幅に対する前記バイパス層の下面の幅の大小関係は、前記ヒータエレメントの上面の
幅に対する前記ヒータエレメントの下面の幅の大小関係と反対であることを特徴とする静
電チャックである。
【００５６】
　この静電チャックによれば、バイパス層の熱膨張によって加わる応力の方向を、ヒータ
エレメントの熱膨張によって加わる応力の方向と逆向きにすることができる。これにより
、応力の影響をより抑制することができる。
【００５７】
　第２５の発明は、第１～第２４のいずれか１つの発明において、前記第１の支持板の上
面の面積は、前記第２の支持板の下面の面積よりも広いことを特徴とする静電チャックで
ある。
【００５８】
　この静電チャックによれば、ヒータエレメントからみて第２の支持板の側において、ヒ
ータエレメントに電力を供給する端子をより容易に接続することができる。
【００５９】
　第２６の発明は、第１～第２５のいずれか１つの発明において、前記第１の支持板は、
複数の支持部を有し、前記複数の支持部は、互いに独立した状態で設けられたことを特徴
とする静電チャックである。
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【００６０】
　この静電チャックによれば、第１の支持板の面内において意図的に径方向の温度差を設
けることができる（温度制御性）。例えば、第１の支持板の面内において中央部から外周
部にわたってステップ状に温度差を設けることができる。これにより、処理対象物の面内
において意図的に温度差を設けることができる（温度制御性）。
【００６１】
　第２７の発明は、第１～第２６のいずれか１つの発明において、前記ヒータプレートか
ら前記ベースプレートに向かって設けられ、前記ヒータプレートに電力を供給する給電端
子をさらに備えたことを特徴とする静電チャックである。
【００６２】
　この静電チャックによれば、給電端子がヒータプレートからベースプレートへ向かって
設けられているため、ベースプレートの下面の側からソケットなどと呼ばれる部材を介し
て給電端子に電力を供給することができる。これにより、静電チャックが設置されるチャ
ンバ内に給電端子が露出することを抑えつつ、ヒータの配線が実現される。
【００６３】
　第２８の発明は、第２７の発明において、前記給電端子は、外部から電力を供給するソ
ケットと接続されるピン部と、前記ピン部よりも細い導線部と、前記導線部と接続された
支持部と、前記支持部と接続され前記ヒータエレメントと接合された接合部と、を有する
ことを特徴とする静電チャックである。
【００６４】
　この静電チャックによれば、ピン部が導線部よりも太いため、ピン部は、比較的大きい
電流をヒータエレメントに供給することができる。また、導線部がピン部よりも細いため
、導線部は、ピン部よりも変形しやすく、ピン部の位置を接合部の中心からずらすことが
できる。これにより、ヒータプレートとは異なる部材（例えばベースプレート）に給電端
子を固定することができる。支持部が、例えば、溶接、レーザ光を利用した接合、半田付
け、ロウ付けなどにより導線部および接合部と接合される場合には、給電端子にかかる応
力を緩和しつつ、ヒータエレメントに対してより広い接触面積を確保することができる。
【００６５】
　第２９の発明は、第１６～第２４のいずれか１つの発明において、前記ヒータプレート
から前記ベースプレートに向かって設けられ、前記ヒータプレートに電力を供給する給電
端子をさらに備え、前記給電端子は、外部から電力を供給するソケットと接続されるピン
部と、前記ピン部よりも細い導線部と、前記導線部と接続された支持部と、前記支持部と
接続され前記バイパス層と接合された接合部と、を有し、前記バイパス層を介して前記電
力を前記ヒータエレメントに供給することを特徴とする静電チャックである。
【００６６】
　この静電チャックによれば、ピン部が導線部よりも太いため、ピン部は、比較的大きい
電流をヒータエレメントに供給することができる。また、導線部がピン部よりも細いため
、導線部は、ピン部よりも変形しやすく、ピン部の位置を接合部の中心からずらすことが
できる。これにより、ヒータプレートとは異なる部材（例えばベースプレート）に給電端
子を固定することができる。支持部が、例えば、溶接、レーザ光を利用した接合、半田付
け、ロウ付けなどにより導線部および接合部と接合される場合には、給電端子にかかる応
力を緩和しつつ、バイパス層に対してより広い接触面積を確保することができる。また、
支持部が、例えば、溶接、レーザ光を利用した接合、半田付け、ロウ付けなどにより導線
部および接合部と接合される場合には、ヒータプレートおよびバイパス層と略同じ厚さの
接合部を設けることができる。
【００６７】
　第３０の発明は、第１～第２６のいずれか１つの発明において、前記ベースプレートに
設けられ、前記ヒータプレートに電力を供給する給電端子をさらに備え、前記給電端子は
、外部から電力を供給するソケットと接続される給電部と、前記給電部と接続され、前記
ヒータプレートに押圧された端子部と、を有することを特徴とする静電チャックである。
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【００６８】
　この静電チャックによれば、給電端子を溶接などで接合する場合に比べて、給電のため
に設けられる孔の径を小さくすることができる。
【発明の効果】
【００６９】
　本発明の態様によれば、熱的・電気的・機械的な負荷に耐え得る、信頼性の高い静電チ
ャックが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本実施形態にかかる静電チャックを表す模式的斜視図である。
【図２】図２（ａ）及び図２（ｂ）は、本実施形態にかかる静電チャックを表す模式的断
面図である。
【図３】本実施形態のヒータプレートを表す模式的斜視図である。
【図４】図４（ａ）及び図４（ｂ）は、本実施形態のヒータプレートを表す模式的斜視図
である。
【図５】本実施形態のヒータプレートを表す模式的分解図である。
【図６】本実施形態のヒータプレートの変形例を表す模式的分解図である。
【図７】図７（ａ）及び図７（ｂ）は、本実施形態の製造方法の一例を例示する模式的断
面図である。
【図８】本実施形態の製造方法の他の一例を例示する模式的断面図である。
【図９】本実施形態にかかる静電チャックを表す模式的分解図である。
【図１０】図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は、本実施形態にかかる静電チャックを表す電
気回路図である。
【図１１】図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、本実施形態のヒータプレートの具体例を例
示する模式的平面図である。
【図１２】図１２（ａ）及び図１２（ｂ）は、本具体例のヒータエレメントを例示する模
式的平面図である。
【図１３】本具体例のヒータエレメントを例示する模式的平面図である。
【図１４】図１４（ａ）及び図１４（ｂ）は、本具体例のバイパス層を例示する模式的平
面図である。
【図１５】図１５（ａ）及び図１５（ｂ）は、本具体例のヒータプレートの一部を模式的
に表す拡大図である。
【図１６】本実施形態にかかる静電チャックを表す模式的分解図である。
【図１７】図１７（ａ）～図１７（ｄ）は、本実施形態のヒータプレートの一部を表す断
面図である。
【図１８】図１８（ａ）～図１８（ｄ）は、本実施形態のヒータプレートの変形例を表す
断面図である。
【図１９】図１９（ａ）～図１９（ｄ）は、本実施形態のヒータプレートの変形例を表す
断面図である。
【図２０】図２０（ａ）～図２０（ｄ）は、本実施形態のヒータプレートの変形例を表す
断面図である。
【図２１】図２１（ａ）及び図２１（ｂ）は、ヒータプレートのシミュレーション結果の
一例を表す説明図である。
【図２２】本実施形態のヒータプレートの変形例を表す断面図である。
【図２３】図２３（ａ）及び図２３（ｂ）は、本実施形態の変形例にかかる静電チャック
を表す模式的断面図である。
【図２４】図２４（ａ）及び図２４（ｂ）は、本実施形態の第１の支持板の変形例を表す
模式的平面図である。
【図２５】本実施形態の第１の支持板の変形例を表す模式的平面図である。
【図２６】本変形例のヒータプレートを表す模式的断面図である。
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【図２７】図２７（ａ）及び図２７（ｂ）は、本実施形態の給電端子の具体例を表す模式
的平面図である。
【図２８】本実施形態のヒータプレートの変形例を表す模式的分解図である。
【図２９】本実施形態の給電端子の変形例を表す模式的断面図である。
【図３０】本発明の他の実施の形態にかかるウェーハ処理装置を表す模式的断面図である
。
【図３１】本発明の他の実施の形態にかかるウェーハ処理装置の変形例を表す模式的断面
図である。
【図３２】本発明の他の実施の形態にかかるウェーハ処理装置の変形例を表す模式的断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００７１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　図１は、本実施形態にかかる静電チャックを表す模式的斜視図である。　
　図２（ａ）及び図２（ｂ）は、本実施形態にかかる静電チャックを表す模式的断面図で
ある。　
　図１では、説明の便宜上、静電チャックの一部において断面図を表している。図２（ａ
）は、例えば図１に表した切断面Ａ１－Ａ１における模式的断面図である。図２（ｂ）は
、図２（ａ）に表した領域Ｂ１の模式的拡大図である。
【００７２】
　本実施形態にかかる静電チャック１０は、セラミック誘電体基板１００と、ヒータプレ
ート２００と、べースプレート３００と、を備える。　
　セラミック誘電体基板１００は、ベースプレート３００と離れた位置に設けられている
。ヒータプレート２００は、ベースプレート３００と、セラミック誘電体基板１００と、
の間に設けられている。
【００７３】
　ベースプレート３００とヒータプレート２００との間には、接着剤４０３が設けられて
いる。ヒータプレート２００とセラミック誘電体基板１００との間には、接着剤４０３が
設けられている。接着剤４０３の材料としては、比較的高い熱伝導性を有するシリコーン
等の耐熱性樹脂が挙げられる。接着剤４０３の厚さは、例えば約０．１ミリメートル（ｍ
ｍ）以上、１．０ｍｍ以下程度である。接着剤４０３の厚さは、ベースプレート３００と
ヒータプレート２００との間の距離、あるいはヒータプレート２００とセラミック誘電体
基板１００との間の距離と同じである。
【００７４】
　セラミック誘電体基板１００は、例えば多結晶セラミック焼結体による平板状の基材で
あり、半導体ウェーハ等の処理対象物Ｗを載置する第１主面１０１と、第１主面１０１と
は反対側の第２主面１０２と、を有する。
【００７５】
　ここで、本実施形態の説明においては、第１主面１０１と第２主面１０２とを結ぶ方向
（積層方向）をＺ方向、Ｚ方向と直交する方向の１つをＸ方向、Ｚ方向及びＸ方向に直交
する方向をＹ方向ということにする。
【００７６】
　セラミック誘電体基板１００に含まれる結晶の材料としては、例えばＡｌ２Ｏ３、Ｙ２

Ｏ３及びＹＡＧなどが挙げられる。このような材料を用いることで、セラミック誘電体基
板１００における赤外線透過性、絶縁耐性及びプラズマ耐久性を高めることができる。
【００７７】
　セラミック誘電体基板１００の内部には、電極層１１１が設けられている。電極層１１
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１は、第１主面１０１と、第２主面１０２と、の間に介設されている。すなわち、電極層
１１１は、セラミック誘電体基板１００の中に挿入されるように形成されている。電極層
１１１は、セラミック誘電体基板１００に一体焼結されている。
【００７８】
　なお、電極層１１１は、第１主面１０１と、第２主面１０２と、の間に介設されている
ことに限定されず、第２主面１０２に付設されていてもよい。
【００７９】
　静電チャック１０は、電極層１１１に吸着保持用電圧を印加することによって、電極層
１１１の第１主面１０１側に電荷を発生させ、静電力によって処理対象物Ｗを吸着保持す
る。
【００８０】
　ヒータプレート２００は、ヒータ用電流が流れることによって発熱し、ヒータプレート
２００が発熱しない場合と比較して処理対象物Ｗの温度を上げることができる。
【００８１】
　電極層１１１は、第１主面１０１及び第２主面１０２に沿って設けられている。電極層
１１１は、処理対象物Ｗを吸着保持するための吸着電極である。電極層１１１は、単極型
でも双極型でもよい。また、電極層１１１は、三極型やその他の多極型であってもよい。
電極層１１１の数や電極層１１１の配置は、適宜選択される。
【００８２】
　セラミック誘電体基板１００は、電極層１１１と第１主面１０１との間の第１誘電層１
０７と、電極層１１１と第２主面１０２との間の第２誘電層１０９と、を有する。セラミ
ック誘電体基板１００のうち少なくとも第１誘電層１０７における赤外線分光透過率は、
２０％以上であることが好ましい。本実施形態において、赤外線分光透過率は、厚さ１ｍ
ｍ換算での値である。
【００８３】
　セラミック誘電体基板１００のうち少なくとも第１誘電層１０７における赤外線分光透
過率が２０％以上あることで、第１主面１０１に処理対象物Ｗを載置した状態でヒータプ
レート２００から放出される赤外線がセラミック誘電体基板１００を効率良く透過するこ
とができる。したがって、処理対象物Ｗに熱が蓄積し難くなり、処理対象物Ｗの温度の制
御性が高まる。
【００８４】
　例えば、プラズマ処理を行うチャンバ内で静電チャック１０が使用される場合、プラズ
マパワーの増加に伴い処理対象物Ｗの温度は上昇しやすくなる。本実施形態の静電チャッ
ク１０では、プラズマパワーによって処理対象物Ｗに伝わった熱がセラミック誘電体基板
１００に効率良く伝わる。さらに、ヒータプレート２００によってセラミック誘電体基板
１００に伝わった熱が処理対象物Ｗに効率よく伝わる。したがって、処理対象物Ｗを効率
良く伝熱して所望の温度に維持しやすくなる。
【００８５】
　本実施形態に係る静電チャック１０では、第１誘電層１０７に加え、第２誘電層１０９
における赤外線分光透過率も２０％以上あることが望ましい。第１誘電層１０７及び第２
誘電層１０９の赤外線分光透過率が２０％以上あることで、ヒータプレート２００から放
出される赤外線がさらに効率良くセラミック誘電体基板１００を透過することになり、処
理対象物Ｗの温度制御性を高めることができる。
【００８６】
　ベースプレート３００は、セラミック誘電体基板１００の第２主面１０２側に設けられ
、ヒータプレート２００を介してセラミック誘電体基板１００を支持する。ベースプレー
ト３００には、連通路３０１が設けられている。つまり、連通路３０１は、ベースプレー
ト３００の内部に設けられている。ベースプレート３００の材料としては、例えばアルミ
ニウムが挙げられる。
【００８７】
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　ベースプレート３００は、セラミック誘電体基板１００の温度調整を行う役目を果たす
。例えば、セラミック誘電体基板１００を冷却する場合には、連通路３０１へ冷却媒体を
流入し、連通路３０１を通過させ、連通路３０１から冷却媒体を流出させる。これにより
、冷却媒体によってベースプレート３００の熱を吸収し、その上に取り付けられたセラミ
ック誘電体基板１００を冷却することができる。
【００８８】
　一方、セラミック誘電体基板１００を加熱する場合には、連通路３０１内に加熱媒体を
入れることも可能である。または、ベースプレート３００に図示しないヒータを内蔵させ
ることも可能である。このように、ベースプレート３００によりセラミック誘電体基板１
００の温度が調整されると、静電チャック１０で吸着保持される処理対象物Ｗの温度を容
易に調整することができる。
【００８９】
　また、セラミック誘電体基板１００の第１主面１０１側には、必要に応じて凸部１１３
が設けられている。互いに隣り合う凸部１１３の間には、溝１１５が設けられている。溝
１１５は、互いに連通している。静電チャック１０に搭載された処理対象物Ｗの裏面と、
溝１１５と、の間には、空間が形成される。
【００９０】
　溝１１５には、ベースプレート３００及びセラミック誘電体基板１００を貫通する導入
路３２１が接続されている。処理対象物Ｗを吸着保持した状態で導入路３２１からヘリウ
ム（Ｈｅ）等の伝達ガスを導入すると、処理対象物Ｗと溝１１５との間に設けられた空間
に伝達ガスが流れ、処理対象物Ｗを伝達ガスによって直接加熱もしくは冷却することがで
きるようになる。
【００９１】
　図３は、本実施形態のヒータプレートを表す模式的斜視図である。　
　図４（ａ）及び図４（ｂ）は、本実施形態のヒータプレートを表す模式的斜視図である
。　
　図５は、本実施形態のヒータプレートを表す模式的分解図である。　
　図６は、本実施形態のヒータプレートの変形例を表す模式的分解図である。　
　図３は、本実施形態のヒータプレートを上面（セラミック誘電体基板１００の側の面）
から眺めた模式的斜視図である。図４（ａ）は、本実施形態のヒータプレートを下面（ベ
ースプレート３００の側の面）から眺めた模式的斜視図である。図４（ｂ）は、図４（ａ
）に表した領域Ｂ２における模式的拡大図である。
【００９２】
　図５に表したように、本実施形態のヒータプレート２００は、第１の支持板２１０と、
第１の樹脂層２２０と、ヒータエレメント（発熱層）２３０と、第２の樹脂層２４０と、
バイパス層２５０と、第３の樹脂層２６０と、第２の支持板２７０と、給電端子２８０と
、を有する。図３に表したように、第１の支持板２１０の面２１１（上面）は、ヒータプ
レート２００の上面を形成する。図４に表したように、第２の支持板２７０の面２７１（
下面）は、ヒータプレート２００の下面を形成する。第１の支持板２１０及び第２の支持
板２７０は、ヒータエレメント２３０などを支持する支持板である。この例において、第
１の支持板２１０及び第２の支持板２７０は、第１の樹脂層２２０と、ヒータエレメント
２３０と、第２の樹脂層２４０と、バイパス層２５０と、第３の樹脂層２６０と、を挟み
、これらを支持する。
【００９３】
　第１の樹脂層２２０は、第１の支持板２１０と、第２の支持板２７０と、の間に設けら
れている。ヒータエレメント２３０は、第１の樹脂層２２０と、第２の支持板２７０と、
の間に設けられている。このように、ヒータエレメント２３０は、第１の支持板２１０と
重ねて設けられる。第１の樹脂層２２０は、換言すれば、第１の支持板２１０とヒータエ
レメント２３０との間に設けられる。
【００９４】
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　第２の樹脂層２４０は、ヒータエレメント２３０と、第２の支持板２７０と、の間に設
けられている。バイパス層２５０は、第２の樹脂層２４０と、第２の支持板２７０と、の
間に設けられている。第３の樹脂層２６０は、バイパス層２５０と、第２の支持板２７０
と、の間に設けられている。ヒータエレメント２３０は、換言すれば、第１の樹脂層２２
０と第２の樹脂層２４０との間に設けられる。バイパス層２５０は、換言すれば、第２の
樹脂層２４０と第３の樹脂層２６０との間に設けられる。ヒータエレメント２３０は、例
えば、第１の樹脂層２２０及び第２の樹脂層２４０のそれぞれに接触する。バイパス層２
５０は、例えば、第２の樹脂層２４０及び第３の樹脂層２６０のそれぞれに接触する。
【００９５】
　図６に表したように、バイパス層２５０および第３の樹脂層２６０は、必ずしも設けら
れていなくともよい。バイパス層２５０および第３の樹脂層２６０が設けられていない場
合には、第２の樹脂層２４０は、ヒータエレメント２３０と、第２の支持板２７０と、の
間に設けられる。以下の説明では、ヒータプレート２００がバイパス層２５０および第３
の樹脂層２６０を有する場合を例に挙げる。
【００９６】
　第１の支持板２１０は、比較的高い熱伝導率を有する。第１の支持板２１０の材料とし
ては、例えばアルミニウム、銅、およびニッケルの少なくともいずれかを含む金属や、多
層構造のグラファイトなどが挙げられる。第１の支持板２１０の厚さ（Ｚ方向の長さ）は
、例えば約０．１ｍｍ以上、３．０ｍｍ以下程度である。より好ましくは、第１の支持板
２１０の厚さは、例えば０．３ｍｍ以上、１．０ｍｍ以下程度である。第１の支持板２１
０は、ヒータプレート２００の面内の温度分布の均一化を向上させる。第１の支持板２１
０は、ヒータプレート２００の反りを抑制する。第１の支持板２１０は、ヒータプレート
２００とセラミック誘電体基板１００との間の接着の強度を向上させる。
【００９７】
　処理対象物Ｗの処理プロセスでは、ＲＦ（Radio Frequency）電圧（高周波電圧）が印
加される。高周波電圧が印加されると、ヒータエレメント２３０は、高周波の影響を受け
て発熱することがある。すると、ヒータエレメント２３０の温度制御性が低下する。　
　これに対して、本実施形態では、第１の支持板２１０は、ヒータエレメント２３０およ
びバイパス層２５０を高周波から遮断する。これにより、第１の支持板２１０は、ヒータ
エレメント２３０が異常温度に発熱することを抑制することができる。
【００９８】
　第２の支持板２７０の材料、厚さ、および機能は、第１の支持板２１０の材料、厚さ、
および機能とそれぞれ同じである。第１の支持板２１０は、第２の支持板２７０と電気的
に接合されている。ここで、本願明細書において「接合」という範囲には、接触が含まれ
る。第２の支持板２７０と、第１の支持板２１０と、の間の電気的な接合の詳細について
は、後述する。
【００９９】
　このように、第１の支持板２１０及び第２の支持板２７０は、比較的高い熱伝導率を有
する。これにより、第１の支持板２１０及び第２の支持板２７０は、ヒータエレメント２
３０から供給される熱の熱拡散性を向上させる。また、第１の支持板２１０及び第２の支
持板２７０は、適度な厚さ及び剛性を有することにより、例えば、ヒータプレート２００
の反りを抑制する。さらに、第１の支持板２１０及び第２の支持板２７０は、例えば、ウ
ェーハ処理装置の電極などに印加されるＲＦ電圧に対するシールド性を向上させる。例え
ば、ヒータエレメント２３０に対するＲＦ電圧の影響を抑制する。このように、第１の支
持板２１０及び第２の支持板２７０は、熱拡散の機能と、反り抑制の機能と、ＲＦ電圧に
対するシールドの機能と、を有する。
【０１００】
　第１の樹脂層２２０の材料としては、例えばポリイミドやポリアミドイミドなどが挙げ
られる。第１の樹脂層２２０の厚さ（Ｚ方向の長さ）は、例えば約０．０１ｍｍ以上、０
．２０ｍｍ以下程度である。第１の樹脂層２２０は、第１の支持板２１０とヒータエレメ
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ント２３０とを互いに接合する。第１の樹脂層２２０は、第１の支持板２１０とヒータエ
レメント２３０との間を電気的に絶縁する。このように、第１の樹脂層２２０は、電気絶
縁の機能と、面接合の機能と、を有する。
【０１０１】
　第２の樹脂層２４０の材料および厚さは、第１の樹脂層２２０の材料および厚さとそれ
ぞれ同程度である。第３の樹脂層２６０の材料および厚さは、第１の樹脂層２２０の材料
および厚さとそれぞれ同程度である。
【０１０２】
　第２の樹脂層２４０は、ヒータエレメント２３０とバイパス層２５０とを互いに接合す
る。第２の樹脂層２４０は、ヒータエレメント２３０とバイパス層２５０との間を電気的
に絶縁する。このように、第２の樹脂層２４０は、電気絶縁の機能と、面接合の機能と、
を有する。
【０１０３】
　第３の樹脂層２６０は、バイパス層２５０と第２の支持板２７０とを互いに接合する。
第３の樹脂層２６０は、バイパス層２５０と第２の支持板２７０との間を電気的に絶縁す
る。このように、第３の樹脂層２６０は、電気絶縁の機能と、面接合の機能と、を有する
。
【０１０４】
　ヒータエレメント２３０の材料としては、例えばステンレス、チタン、クロム、ニッケ
ル、銅、およびアルミニウムの少なくともいずれかを含む金属などが挙げられる。ヒータ
エレメント２３０の厚さ（Ｚ方向の長さ）は、例えば約０．０１ｍｍ以上、０．２０ｍｍ
以下程度である。ヒータエレメント２３０は、バイパス層２５０と電気的に接合されてい
る。一方で、ヒータエレメント２３０は、第１の支持板２１０および第２の支持板２７０
とは電気的に絶縁されている。ヒータエレメント２３０と、バイパス層２５０と、の間の
電気的な接合の詳細については、後述する。
【０１０５】
　ヒータエレメント２３０は、電流が流れると発熱し、処理対象物Ｗの温度を制御する。
例えば、ヒータエレメント２３０は、処理対象物Ｗを所定の温度に加熱する。例えば、ヒ
ータエレメント２３０は、処理対象物Ｗの面内の温度分布を均一にする。例えば、ヒータ
エレメント２３０は、処理対象物Ｗの面内の温度に意図的に差をつける。
【０１０６】
　バイパス層２５０は、第１の支持板２１０と略平行に配置され、第２の支持板２７０と
略平行に配置されている。バイパス層２５０は、複数のバイパス部２５１を有する。バイ
パス層２５０は、例えば８つのバイパス部２５１を有する。バイパス部２５１の数は、「
８」には限定されない。バイパス層２５０は、板状を呈する。これに対して、ヒータエレ
メント２３０は、帯状のヒータ電極２３９を有する。バイパス層２５０の面（バイパス部
２５１の面２５１ａ）に対して垂直にみたときに、バイパス層２５０の面積は、ヒータエ
レメント２３０の面積（ヒータ電極２３９の面積）よりも広い。この詳細については、後
述する。
【０１０７】
　バイパス層２５０は、導電性を有する。バイパス層２５０は、第１の支持板２１０およ
び第２の支持板２７０とは電気的に絶縁されている。バイパス層２５０の材料としては、
例えばステンレスを含む金属などが挙げられる。バイパス層２５０の厚さ（Ｚ方向の長さ
）は、例えば約０．０３ｍｍ以上、０．３０ｍｍ以下程度である。バイパス層２５０の厚
さは、第１の樹脂層２２０の厚さよりも厚い。バイパス層２５０の厚さは、第２の樹脂層
２４０の厚さよりも厚い。バイパス層２５０の厚さは、第３の樹脂層２６０の厚さよりも
厚い。
【０１０８】
　例えば、バイパス層２５０の材料は、ヒータエレメント２３０の材料と同じである。一
方で、バイパス層２５０の厚さは、ヒータエレメント２３０の厚さよりも厚い。そのため
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、バイパス層２５０の電気抵抗は、ヒータエレメント２３０の電気抵抗よりも低い。これ
により、バイパス層２５０の材料がヒータエレメント２３０の材料と同じ場合でも、バイ
パス層２５０がヒータエレメント２３０のように発熱することを抑えることができる。つ
まり、バイパス層２５０の電気抵抗を抑え、バイパス層２５０の発熱量を抑えることがで
きる。なお、バイパス層２５０の電気抵抗を抑え、バイパス層２５０の発熱量を抑える手
段は、バイパス層２５０の厚さではなく、体積抵抗率が比較的低い材料を用いることで実
現されてもよい。すなわち、バイパス層２５０の材料は、ヒータエレメント２３０の材料
と異なってもよい。バイパス層２５０の材料としては、例えばステンレス、チタン、クロ
ム、ニッケル、銅、およびアルミニウムの少なくともいずれかを含む金属などが挙げられ
る。
【０１０９】
　給電端子２８０は、バイパス層２５０と電気的に接合されている。ヒータプレート２０
０がベースプレート３００とセラミック誘電体基板１００との間に設けられた状態におい
て、給電端子２８０は、ヒータプレート２００からベースプレート３００へ向かって設け
られている。給電端子２８０は、静電チャック１０の外部から供給された電力をバイパス
層２５０を介してヒータエレメント２３０に供給する。給電端子２８０は、例えば、ヒー
タエレメント２３０に直接的に接続してもよい。これにより、バイパス層２５０が省略可
能となる。
【０１１０】
　ヒータプレート２００は、複数の給電端子２８０を有する。図３～図５に表したヒータ
プレート２００は、８つの給電端子２８０を有する。給電端子２８０の数は、「８」には
限定されない。１つの給電端子２８０は、１つのバイパス部２５１と電気的に接合されて
いる。孔２７３は、第２の支持板２７０を貫通している。給電端子２８０は、孔２７３を
通してバイパス部２５１と電気的に接合されている。
【０１１１】
　図５に表した矢印Ｃ１および矢印Ｃ２のように、電力が静電チャック１０の外部から給
電端子２８０に供給されると、電流は、給電端子２８０からバイパス層２５０へ流れる。
図５に表した矢印Ｃ３および矢印Ｃ４のように、バイパス層２５０へ流れた電流は、バイ
パス層２５０からヒータエレメント２３０へ流れる。図５に表した矢印Ｃ５および矢印Ｃ
６のように、ヒータエレメント２３０へ流れた電流は、ヒータエレメント２３０の所定の
ゾーン（領域）を流れ、ヒータエレメント２３０からバイパス層２５０へ流れる。ヒータ
エレメント２３０のゾーンの詳細については、後述する。図５に表した矢印Ｃ７および矢
印Ｃ８のように、バイパス層２５０へ流れた電流は、バイパス層２５０から給電端子２８
０へ流れる。図５に表した矢印Ｃ９のように、給電端子２８０へ流れた電流は、静電チャ
ック１０の外部へ流れる。
【０１１２】
　このように、ヒータエレメント２３０とバイパス層２５０との接合部には、電流がヒー
タエレメント２３０に入る部分と、電流がヒータエレメント２３０から出る部分と、が存
在する。つまり、ヒータエレメント２３０とバイパス層２５０との接合部には、ペアが存
在する。図３～図５に表したヒータプレート２００は８つの給電端子２８０を有するため
、ヒータエレメント２３０とバイパス層２５０との接合部には、４つのペアが存在する。
【０１１３】
　本実施形態によれば、ヒータエレメント２３０は、第１の支持板２１０と、第２の支持
板２７０と、の間に設けられている。これにより、ヒータプレート２００の面内の温度分
布の均一化を向上させ、処理対象物Ｗの面内の温度分布の均一性を向上させることができ
る。また、第１の支持板２１０および第２の支持板２７０は、ヒータエレメント２３０お
よびバイパス層２５０を高周波から遮断し、ヒータエレメント２３０が異常温度に発熱す
ることを抑制することができる。
【０１１４】
　前述したように、バイパス層２５０は、ヒータエレメント２３０と、第２の支持板２７
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０と、の間に設けられている。つまり、バイパス層２５０は、ヒータエレメント２３０と
、ベースプレート３００と、の間に設けられている。ステンレスの熱伝導率は、アルミニ
ウムの熱伝導率および銅の熱伝導率よりも低い。そのため、バイパス層２５０は、ヒータ
エレメント２３０から供給された熱が第２の支持板２７０へ伝わることを抑制する。つま
り、バイパス層２５０は、バイパス層２５０からみて第２の支持板２７０の側に対する断
熱効果を有し、処理対象物Ｗの面内の温度分布の均一性を向上させることができる。
【０１１５】
　バイパス層２５０は、給電端子２８０の配置に対してより大きい自由度を持たせること
ができる。バイパス層２５０が設けられることで、バイパス層２５０が設けられていない
場合と比較して熱容量が大きい給電端子をヒータエレメント２３０に直接接合させなくと
もよい。これにより、処理対象物Ｗの面内の温度分布の均一性を向上させることができる
。また、バイパス層２５０が設けられていない場合と比較して薄いヒータエレメント２３
０に給電端子２８０を接合させなくともよい。これにより、ヒータプレート２００の信頼
性を向上させることができる。
【０１１６】
　前述したように、給電端子２８０は、ヒータプレート２００からベースプレート３００
へ向かって設けられている。そのため、ベースプレート３００の下面３０３（図２（ａ）
および図２（ｂ）参照）の側からソケットなどと呼ばれる部材を介して給電端子２８０に
電力を供給することができる。これにより、静電チャック１０が設置されるチャンバ内に
給電端子２８０が露出することを抑えつつ、ヒータの配線が実現される。
【０１１７】
　次に、本実施形態のヒータプレート２００の製造方法について、図面を参照しつつ説明
する。　
　図７（ａ）及び図７（ｂ）は、本実施形態の製造方法の一例を例示する模式的断面図で
ある。　
　図８は、本実施形態の製造方法の他の一例を例示する模式的断面図である。　
　図７（ａ）は、バイパス層とヒータエレメントとを接合する前の状態を表す模式的断面
図である。図７（ｂ）は、バイパス層とヒータエレメントとを接合した後の状態を表す模
式的断面図である。図８は、バイパス層と給電端子との接合工程の一例を例示する模式的
断面図である。
【０１１８】
　本実施形態にかかる静電チャック１０の製造方法では、例えば、まずアルミニウムの機
械加工を行うことで、第１の支持板２１０および第２の支持板２７０を製造する。第１の
支持板２１０および第２の支持板２７０の検査は、例えば三次元測定器などを用いて行わ
れる。
【０１１９】
　次に、例えば、ポリイミドフィルムをレーザ、機械加工、型抜き、あるいは溶解などに
よりカットすることで、第１の樹脂層２２０、第２の樹脂層２４０、および第３の樹脂層
２６０を製造する。第１の樹脂層２２０、第２の樹脂層２４０、および第３の樹脂層２６
０の検査は、例えば目視などを用いて行われる。
【０１２０】
　次に、ステンレスをフォトリソグラフィ技術や印刷技術を利用しエッチング、機械加工
、型抜きなどによりカットすることで、ヒータパターンを形成する。これにより、ヒータ
エレメント２３０を製造する。また、ヒータエレメント２３０の抵抗値の測定などが行わ
れる。
【０１２１】
　続いて、図７（ａ）および図７（ｂ）に表したように、ヒータエレメント２３０とバイ
パス層２５０との接合を行う。ヒータエレメント２３０とバイパス層２５０との接合は、
はんだ付け、ろう付け、溶接、あるいは接触などにより行われる。図７（ａ）に表したよ
うに、第２の樹脂層２４０には、孔２４１が設けられている。孔２４１は、第２の樹脂層
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２４０を貫通している。例えば、図７（ａ）に表した矢印Ｃ１１のように、バイパス層２
５０の側からスポット溶接を行うことで、ヒータエレメント２３０とバイパス層２５０と
を接合する。
【０１２２】
　なお、ヒータエレメント２３０とバイパス層２５０との接合は、溶接には限定されない
。例えば、ヒータエレメント２３０とバイパス層２５０との接合は、レーザ光を利用した
接合、半田付け、ろう付け、あるいは接触などにより行われてもよい。
【０１２３】
　続いて、ヒータプレート２００の各部材を積層し、ホットプレス機によりプレスする。
【０１２４】
　続いて、図８に表したように、給電端子２８０とバイパス層２５０との接合を行う。給
電端子２８０とバイパス層２５０との接合は、溶接、レーザ、はんだ付け、あるいはろう
付けなどにより行われる。図８に表したように、第２の支持板２７０には、孔２７３が設
けられている。孔２７３は、第２の支持板２７０を貫通している。これは、図４（ｂ）に
関して前述した通りである。第３の樹脂層２６０には、孔２６１が設けられている。孔２
６１は、第３の樹脂層２６０を貫通している。図８に表した矢印Ｃ１３のように、第２の
支持板２７０から第１の支持板２１０へ向かって溶接、レーザ、はんだ付け、あるいはろ
う付けなどを行うことで、給電端子２８０とバイパス層２５０とを接合する。
【０１２５】
　このようにして、本実施形態のヒータプレート２００が製造される。　
　なお、製造後のヒータプレート２００に対しては、検査などが適宜行われる。
【０１２６】
　図９は、本実施形態にかかる静電チャックを表す模式的分解図である。　
　図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は、本実施形態にかかる静電チャックを表す電気回路図
である。　
　図１０（ａ）は、第１の支持板と第２の支持板とが電気的に接合された例を表す電気回
路図である。図１０（ｂ）は、第１の支持板と第２の支持板とが電気的に接合されていな
い例を表す電気回路図である。
【０１２７】
　図９および図１０（ａ）に表したように、第１の支持板２１０は、第２の支持板２７０
と電気的に接合されている。第１の支持板２１０と第２の支持板２７０との接合は、例え
ば、溶接、レーザ光を利用した接合、半田付け、あるいは接触などにより行われる。
【０１２８】
　例えば、図１０（ｂ）に表したように、第１の支持板２１０が第２の支持板２７０と電
気的に確実に接合されていないと、第１の支持板２１０が第２の支持板２７０と電気的に
接合されたり、あるいは電気的に接合されなかったりすることがある。すると、プラズマ
を発生させたときのエッチングレートにばらつきが生ずることがある。また、第１の支持
板２１０が第２の支持板２７０と電気的に接合されていなくとも、プラズマを発生させる
と電流がヒータエレメント２３０に流れ、ヒータエレメント２３０が発熱することがある
。言い換えれば、第１の支持板２１０が第２の支持板２７０と電気的に確実に接合されて
いないと、ヒータエレメント２３０がヒータ用電流以外の電流により発熱することがある
。
【０１２９】
　これに対して、本実施形態にかかる静電チャック１０では、図１０（ａ）に表したよう
に、第１の支持板２１０は、第２の支持板２７０と電気的に接合されている。これにより
、電流が第１の支持板２１０から第２の支持板２７０へ流れ、あるいは電流が第２の支持
板２７０から第１の支持板２１０へ流れ、プラズマを発生させたときのエッチングレート
にばらつきが生ずることを抑えることができる。また、ヒータエレメント２３０がヒータ
用電流以外の電流により発熱することを抑えることができる。
【０１３０】
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　さらに、ヒータエレメント２３０およびバイパス層２５０を高周波から遮断することが
できる。これにより、ヒータエレメント２３０が異常温度に発熱することを抑制すること
ができる。また、ヒータプレート２００のインピーダンスを抑えることができる。
【０１３１】
　次に、本実施形態のヒータプレート２００の具体例について、図面を参照しつつ説明す
る。　
　図１１（ａ）及び図１１（ａ）は、本実施形態のヒータプレートの具体例を例示する模
式的平面図である。　
　図１２（ａ）、図１２（ｂ）及び１３は、本具体例のヒータエレメントを例示する模式
的平面図である。　
　図１４（ａ）及び図１４（ｂ）は、本具体例のバイパス層を例示する模式的平面図であ
る。　
　図１５（ａ）及び図１５（ｂ）は、本具体例のヒータプレートの一部を模式的に表す拡
大図である。　
　図１１（ａ）は、本具体例のヒータプレートを上面から眺めた模式的平面図である。図
１１（ｂ）は、本具体例のヒータプレートを下面から眺めた模式的平面図である。図１２
（ａ）は、ヒータエレメントの領域の一例を例示する模式的平面図である。図１２（ｂ）
及び図１３は、ヒータエレメントの領域の他の一例を例示する模式的平面図である。
【０１３２】
　図１４に表したように、バイパス層２５０の複数のバイパス部２５１のうちの少なくと
もいずれかは、縁部に切り欠き部２５３を有する。図１３に表したバイパス層２５０では
、４個の切り欠き部２５３が設けられている。切り欠き部２５３の数は、「４」には限定
されない。　
　複数のバイパス層２５０のうちの少なくともいずれかが切り欠き部２５３を有するため
、第２の支持板２７０は、第１の支持板２１０と接触可能である。
【０１３３】
　図１１（ａ）および図１１（ｂ）に表したように、第１の支持板２１０は、領域Ｂ１１
～領域Ｂ１４および領域Ｂ３１～領域Ｂ３４において第２の支持板２７０と電気的に接合
されている。なお、領域Ｂ１１～領域Ｂ１４のそれぞれは、領域Ｂ３１～領域Ｂ３４のそ
れぞれと対応している。つまり、図１１（ａ）～図１３に表した具体例では、第１の支持
板２１０は、４つの領域で第２の支持板２７０と電気的に接合されており、８つの領域で
第２の支持板２７０と電気的に接合されているわけではない。
【０１３４】
　図１５（ａ）及び図１５（ｂ）は、領域Ｂ３１（領域Ｂ１１）の一例を表す拡大図であ
る。図１４（ａ）は、領域Ｂ３１の模式的平面図であり、図１５（ｂ）は、領域Ｂ３１の
模式的断面図である。図１５（ｂ）は、図１５（ａ）の切断面Ａ２－Ａ２を模式的に表す
。なお、他の領域Ｂ１２～領域Ｂ１４および領域Ｂ３２～領域Ｂ３４は、領域Ｂ１１、Ｂ
３１と同様であるから、詳細な説明は省略する。
【０１３５】
　図１５（ａ）及び図１５（ｂ）に表したように、領域Ｂ３１には、接合領域ＪＡが設け
られている。接合領域ＪＡは、第１の支持板２１０と第２の支持板２７０とを互いに接合
する。接合領域ＪＡは、バイパス層２５０の切り欠き部２５３に対応して第１の支持板２
１０及び第２の支持板２７０の外縁に設けられる。接合領域ＪＡは、例えば、第２の支持
板２７０側からレーザ溶接することによって形成される。これにより、接合領域ＪＡは、
スポット状に形成される。接合領域ＪＡは、第１の支持板２１０側から形成してもよい。
なお、接合領域ＪＡの形成方法は、レーザ溶接に限ることなく、他の方法でもよい。接合
領域ＪＡの形状は、スポット状に限ることなく、楕円状、半円状、または角形状などでも
よい。
【０１３６】
　第１の支持板２１０が第２の支持板２７０と接合された接合領域ＪＡの面積は、第１の
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支持板２１０の面２１１（図３参照）の面積よりも狭い。接合領域ＪＡの面積は、面２１
１の面積からヒータエレメント２３０の面積を引いた差分の面積よりも狭い。換言すれば
、接合領域ＪＡの面積は、第１の支持板２１０のうちの面２１１と平行な平面に投影した
時にヒータエレメント２３０と重ならない領域の面積よりも狭い。第１の支持板２１０が
第２の支持板２７０と接合された接合領域ＪＡの面積は、第２の支持板２７０の面２７１
（図４（ａ）参照）の面積よりも狭い。接合領域ＪＡの面積は、面２７１の面積からヒー
タエレメント２３０の面積を引いた差分の面積よりも狭い。換言すれば、接合領域ＪＡの
面積は、第２の支持板２７０のうちの面２７１と平行な平面に投影した時にヒータエレメ
ント２３０と重ならない領域の面積よりも狭い。
【０１３７】
　スポット状に形成された接合領域ＪＡの直径は、例えば、１ｍｍ（０．５ｍｍ以上３ｍ
ｍ以下）である。一方、第１の支持板２１０及び第２の支持板２７０の直径は、例えば、
３００ｍｍである。第１の支持板２１０及び第２の支持板２７０の直径は、保持する処理
対象物Ｗに応じて設定される。このように、接合領域ＪＡの面積は、第１の支持板２１０
の面２１１の面積及び第２の支持板２７０の面２７１の面積に比べて十分に小さい。接合
領域ＪＡの面積は、例えば、面２１１の面積（面２７１の面積）の１／５０００以下であ
る。ここで、接合領域ＪＡの面積とは、より詳しくは、第１の支持板２１０の面２１１と
平行な平面に投影した時の面積である。換言すれば、接合領域ＪＡの面積は、上面視にお
ける面積である。
【０１３８】
　この例では、領域Ｂ１１～領域Ｂ１４および領域Ｂ３１～領域Ｂ３４に対応した４つの
接合領域ＪＡが設けられる。接合領域ＪＡの数は、４つに限らない。接合領域ＪＡの数は
、任意の数でよい。例えば、３０°おきに１２個の接合領域ＪＡを第１の支持板２１０及
び第２の支持板２７０に設けてもよい。また、接合領域ＪＡの形状は、スポット状に限ら
ない。接合領域ＪＡの形状は、楕円状、角状、または線状などでもよい。接合領域ＪＡは
、例えば、第１の支持板２１０及び第２の支持板２７０の外縁に沿う環状に形成してもよ
い。
【０１３９】
　第２の支持板２７０は、孔２７３（図４（ｂ）および図８参照）を有する。一方で、第
１の支持板２１０は、給電端子２８０を通す孔を有していない。そのため、第１の支持板
２１０の面２１１の面積は、第２の支持板２７０の面２７１の面積よりも広い。
【０１４０】
　ヒータエレメント２３０は、例えば帯状のヒータ電極２３９を有する。図１２（ａ）に
表した具体例では、ヒータ電極２３９は、略円を描くように配置されている。ヒータ電極
２３９は、第１の領域２３１と、第２の領域２３２と、第３の領域２３３と、第４の領域
２３４と、に配置されている。第１の領域２３１は、ヒータエレメント２３０の中央部に
位置する。第２の領域２３２は、第１の領域２３１の外側に位置する。第３の領域２３３
は、第２の領域２３２の外側に位置する。第４の領域２３４は、第３の領域２３３の外側
に位置する。
【０１４１】
　第１の領域２３１に配置されたヒータ電極２３９は、第２の領域２３２に配置されたヒ
ータ電極２３９とは電気的に接合されていない。第２の領域２３２に配置されたヒータ電
極２３９は、第３の領域２３３に配置されたヒータ電極２３９とは電気的に接合されてい
ない。第３の領域２３３に配置されたヒータ電極２３９は、第４の領域２３４に配置され
たヒータ電極２３９とは電気的に接合されていない。つまり、ヒータ電極２３９は、複数
の領域において互いに独立した状態で設けられている。
【０１４２】
　図１２（ｂ）に表した具体例では、ヒータ電極２３９は、略扇形の少なくとも一部を描
くように配置されている。ヒータ電極２３９は、第１の領域２３１ａと、第２の領域２３
１ｂと、第３の領域２３１ｃと、第４の領域２３１ｄと、第５の領域２３１ｅと、第６の
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領域２３１ｆと、第７の領域２３２ａと、第８の領域２３２ｂと、第９の領域２３２ｃと
、第１０の領域２３２ｄと、第１１の領域２３２ｅと、第１２の領域２３２ｆと、に配置
されている。任意の領域に配置されたヒータ電極２３９は、他の領域に配置されたヒータ
電極２３９とは電気的に接合されていない。つまり、ヒータ電極２３９は、複数の領域に
おいて互いに独立した状態で設けられている。図１２（ａ）および図１２（ｂ）に表した
ように、ヒータ電極２３９が配置される領域は、特には限定されない。
【０１４３】
　図１３に表した具体例では、ヒータエレメント２３０がさらに多くの領域を有する。図
１３のヒータエレメント２３０では、図１２（ａ）で示した第１の領域２３１が、さらに
４つの領域２３１ａ～２３１ｄに分割されている。また、図１２（ａ）で示した第２の領
域２３２が、さらに８つの領域２３２ａ～２３２ｈに分割されている。また、図１２（ａ
）で示した第３の領域２３３が、さらに８つの領域２３３ａ～２３３ｈに分割されている
。そして、図１２（ａ）で示した第４の領域２３４が、さらに１６の領域２３４ａ～２３
４ｐに分割されている。このように、ヒータ電極２３９が配置されるヒータエレメント２
３０の領域の数及び形状は、任意でよい。
【０１４４】
　図１４（ａ）に表したように、バイパス層２５０のバイパス部２５１は、扇形を呈する
。複数の扇形のバイパス部２５１が互いに離間して並べられ、バイパス層２５０は、全体
として略円形を呈する。図１４（ａ）に表したように、隣り合うバイパス部２５１の間の
離間部分２５７は、バイパス層２５０の中心２５９から径方向に延在している。言い換え
れば、隣り合うバイパス部２５１の間の離間部分２５７は、バイパス層２５０の中心２５
９から放射状に延在している。バイパス部２５１の面２５１ａの面積は、離間部分２５７
の面積よりも広い。バイパス層２５０の面積（バイパス部２５１の面２５１ａの面積）は
、ヒータエレメント２３０の面積（ヒータ電極２３９の面積）よりも広い。
【０１４５】
　図１４（ｂ）に表したように、バイパス層２５０の複数のバイパス部２５１の形状は、
例えば、湾曲した扇形状でもよい。このように、バイパス層２５０に設けられる複数のバ
イパス部２５１の数及び形状は、任意でよい。
【０１４６】
　図１１～図１４に関する以下の説明では、図１２（ａ）に表したヒータエレメント２３
０の領域を例に挙げる。ヒータ電極２３９が略円を描くように配置され、複数の扇形のバ
イパス部２５１が互いに離間して並べられている。そのため、バイパス部２５１の面２５
１ａに対して垂直にみたときに、ヒータ電極２３９は、隣り合うバイパス部２５１の間の
離間部分２５７と交差する。また、バイパス部２５１の面２５１ａに対して垂直にみたと
きに、隣り合うヒータエレメント２３０の各領域（第１の領域２３１、第２の領域２３２
、第３の領域２３３、および第４の領域２３４）の間の離間部分２３５は、隣り合うバイ
パス部２５１の間の離間部分２５７と交差する。
【０１４７】
　図１１（ａ）および図１１（ｂ）に表したように、ヒータエレメント２３０とバイパス
層２５０との接合部２５５ａ～２５５ｈのそれぞれと、ヒータプレート２００の中心２０
３と、を結ぶ複数の仮想線は、互いに重ならない。言い換えれば、ヒータエレメント２３
０とバイパス層２５０との接合部２５５ａ～２５５ｈは、ヒータプレート２００の中心２
０３からみて互いに異なる方向に配置されている。図１１（ｂ）に表したように、給電端
子２８０は、接合部２５５ａ～２５５ｈのそれぞれと、ヒータプレート２００の中心２０
３と、を結ぶ仮想線の上に存在する。
【０１４８】
　接合部２５５ａ、２５５ｂは、第１の領域２３１に配置されたヒータ電極２３９とバイ
パス層２５０とを接合する部分である。接合部２５５ａ、２５５ｂは、第１の領域２３１
に対応している。接合部２５５ａおよび接合部２５５ｂのいずれか一方は、電流がヒータ
エレメント２３０に入る部分である。接合部２５５ａおよび接合部２５５ｂのいずれか他
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方は、電流がヒータエレメント２３０から出る部分である。
【０１４９】
　接合部２５５ｃ、２５５ｄは、第２の領域２３２に配置されたヒータ電極２３９とバイ
パス層２５０とを接合する部分である。接合部２５５ｃ、２５５ｄは、第２の領域２３２
に対応している。接合部２５５ｃおよび接合部２５５ｄのいずれか一方は、電流がヒータ
エレメント２３０に入る部分である。接合部２５５ｃおよび接合部２５５ｄのいずれか他
方は、電流がヒータエレメント２３０から出る部分である。
【０１５０】
　接合部２５５ｅ、２５５ｆは、第３の領域２３３に配置されたヒータ電極２３９とバイ
パス層２５０とを接合する部分である。接合部２５５ｅ、２５５ｆは、第３の領域２３３
に対応している。接合部２５５ｅおよび接合部２５５ｆのいずれか一方は、電流がヒータ
エレメント２３０に入る部分である。接合部２５５ｅおよび接合部２５５ｆのいずれか他
方は、電流がヒータエレメント２３０から出る部分である。
【０１５１】
　接合部２５５ｇ、２５５ｈは、第４の領域２３４に配置されたヒータ電極２３９とバイ
パス層２５０とを接合する部分である。接合部２５５ｇ、２５５ｈは、第４の領域２３４
に対応している。接合部２５５ｇおよび接合部２５５ｈのいずれか一方は、電流がヒータ
エレメント２３０に入る部分である。接合部２５５ｇおよび接合部２５ｈのいずれか他方
は、電流がヒータエレメント２３０から出る部分である。
【０１５２】
　接合部２５５ａ、２５５ｂは、ヒータプレート２００の中心２０３を中心とし接合部２
５５ｃ、２５５ｄを通る円とは異なる円の上に存在する。接合部２５５ａ、２５５ｂは、
ヒータプレート２００の中心２０３を中心とし接合部２５５ｅ、２５５ｆを通る円とは異
なる円の上に存在する。接合部２５５ａ、２５５ｂは、ヒータプレート２００の中心２０
３を中心とし接合部２５５ｇ、２５５ｈを通る円とは異なる円の上に存在する。　
　接合部２５５ｃ、２５５ｄは、ヒータプレート２００の中心２０３を中心とし接合部２
５５ｅ、２５５ｆを通る円とは異なる円の上に存在する。接合部２５５ｃ、２５５ｄは、
ヒータプレート２００の中心２０３を中心とし接合部２５５ｇ、２５５ｈを通る円とは異
なる円の上に存在する。　
　接合部２５５ｅ、２５５ｆは、ヒータプレート２００の中心２０３を中心とし接合部２
５５ｇ、２５５ｈを通る円とは異なる円の上に存在する。
【０１５３】
　図１１（ａ）および図１１（ｂ）に表したように、ヒータプレート２００は、リフトピ
ン孔２０１を有する。図１１（ａ）および図１１（ｂ）に表した具体例では、ヒータプレ
ート２００は、３つのリフトピン孔２０１を有する。リフトピン孔２０１の数は、「３」
には限定されない。給電端子２８０は、リフトピン孔２０１からみてヒータプレート２０
０の中心２０３の側の領域に設けられている。
【０１５４】
　本具体例によれば、ヒータ電極２３９が、複数の領域に配置されているため、処理対象
物Ｗの面内の温度を各領域ごとに独立して制御することができる。これにより、処理対象
物Ｗの面内の温度に意図的に差をつけることができる（温度制御性）。
【０１５５】
　本実施形態に係るヒータプレート２００の構造について、図面を参照しつつ、さらに説
明する。　
　図１６は、本実施形態のヒータプレートの一部を表す断面図である。　
　本実施形態において、ヒータ電極２３９は、複数の領域に独立して配置されている。例
えば、図１６に表したように、ヒータ電極２３９（ヒータエレメント２３０）は、第１の
導電部２１と、第２の導電部２２と、を有する。第２の導電部２２は、第１主面１０１と
平行な面内方向Ｄｐ（例えばＸ方向）において第１の導電部２１と離間している。第１の
導電部２１及び第２の導電部２２は、ヒータ電極２３９の一部である。第１の導電部２１
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と第２の導電部２２との間の距離Ｌ１（第１の導電部２１と第２の導電部２２との間の離
間部分の幅）は、例えば、５００μｍ以上である。このように、ヒータ電極２３９が、複
数の領域に配置されることによって、処理対象物Ｗの面内の温度を各領域ごとに制御する
ことができる。
【０１５６】
　第１の支持板２１０は、第２の支持板２７０側の面ＰＬ１（下面）と、面ＰＬ１とは反
対側の面ＰＵ１（上面）と、を有する。面ＰＬ１は、第１の樹脂層２２０と対向し、例え
ば、第１の樹脂層２２０と接する。
【０１５７】
　第１の支持板２１０の面ＰＬ１（下面）は、第１領域Ｒ１と、第２領域Ｒ２と、を有す
る。第１領域Ｒ１は、Ｚ方向に沿って見たとき（上面視）に、ヒータ電極２３９（ヒータ
エレメント２３０）と重なる。例えば、第１領域Ｒ１は、Ｚ方向に沿ってみたときに、第
１の導電部２１又は第２の導電部２２と重なる。第２領域Ｒ２は、Ｚ方向に沿って見たと
きに、ヒータ電極２３９（ヒータエレメント２３０）と重ならない。
【０１５８】
　静電チャック１０においては、図１６に示したＺ方向に対して平行な断面において、第
２領域Ｒ２は、第１領域Ｒ１に比べて、第２の支持板２７０側に突出している。換言すれ
ば、第２領域Ｒ２のＺ方向における位置は、第１領域Ｒ１のＺ方向における位置と、第２
の支持板２７０と、の間である。
【０１５９】
　すなわち、第１の支持板２１０の面ＰＬ１（下面）は、ヒータエレメント２３０の形状
にならった凹凸を有する。第１領域Ｒ１は、第１の支持板２１０の凹部に対応し、第２領
域Ｒ２は、第１の支持板２１０の凸部に対応する。同様に、第１の支持板２１０の面ＰＵ
１（上面）においても、ヒータエレメント２３０の形状にならった凹凸が形成されている
。
【０１６０】
　第２の支持板２７０は、第１の支持板２１０側の面ＰＵ２（上面）と、面ＰＵ２とは反
対側の面ＰＬ２（下面）と、を有する。面ＰＵ２は、第３の樹脂層２６０（又は第２の樹
脂層２４０）と対向し、例えば、第３の樹脂層２６０（又は第２の樹脂層２４０）と接す
る。
【０１６１】
　第２の支持板２７０の面ＰＵ２（上面）は、第３領域Ｒ３と、第４領域Ｒ４と、を有す
る。第３領域Ｒ３は、Ｚ方向に沿ってみたときに、ヒータエレメント２３０と重なる。例
えば、第３領域Ｒ３は、Ｚ方向に沿ってみたときに、第１の導電部２１又は第２の導電部
２２と重なる。第４領域Ｒ４は、Ｚ方向に沿ってみたときに、ヒータエレメント２３０と
重ならない。
【０１６２】
　図１６に示した断面において、第４領域Ｒ４は、第３領域Ｒ３に比べて、第１の支持板
２１０側に突出している。換言すれば、第４領域Ｒ４のＺ方向における位置は、第３領域
Ｒ３のＺ方向における位置と、第１の支持板２１０と、の間である。
【０１６３】
　すなわち、第２の支持板２７０の面ＰＵ２（上面）は、ヒータエレメント２３０の形状
にならった凹凸を有する。第３領域Ｒ３は、第２の支持板２７０の凹部に対応し、第４領
域Ｒ４は、第２の支持板２７０の凸部に対応する。同様に、第２の支持板２７０の面ＰＬ
２（下面）においても、ヒータエレメント２３０の形状にならった凹凸が形成されている
。
【０１６４】
　第２領域Ｒ２と第４領域Ｒ４との間のＺ方向に沿った距離Ｄ１は、第１領域Ｒ１と第３
領域Ｒ３との間のＺ方向に沿った距離Ｄ２よりも短い。
【０１６５】
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　このように、第１の支持板２１０と第２の支持板２７０には、凹凸が形成されている。
このような凹凸は、ヒータプレート２００において積層された各部材の密着性が高いこと
により、形成される。すなわち、第１の支持板２１０の面ＰＬ１（下面）に凹凸が形成さ
れているため、面ＰＬ１に近接した層（例えば第１の樹脂層２２０）と面ＰＬ１との密着
性が高い。また、第２の支持板２７０の面ＰＵ２（上面）に凹凸が形成されているため、
面ＰＵ２に近接した層（例えば第３の樹脂層２６０）と面ＰＵ２との密着性が高い。これ
により、第１の支持板２１０の剥離及び第２の支持板２７０の剥離を抑制することができ
、信頼性を向上させることができる。例えば、局所的な剥離による、熱の不均一や耐電圧
特性の低下を抑制することができる。設計通りの均熱性と耐電圧特性を実現することがで
きる。
【０１６６】
　また、密着性が高いことにより、ヒータプレート２００の熱伝導性を向上させることが
できる。また、第１の支持板２１０の凹凸によって、例えばヒータエレメント２３０と処
理対象物との間の距離を短くすることができる。これにより、処理対象物の温度の上昇速
度を向上させることができる。したがって、例えば、「ヒータの加熱性能（昇温速度）」
と、「温度均一性」「耐電圧信頼性」と、の両立が可能となる。
【０１６７】
　第１領域Ｒ１と第２領域Ｒ２との間のＺ方向に沿った距離Ｄ３は、距離Ｄ１よりも短い
。また、第３領域Ｒ３と第４領域Ｒ４との間のＺ方向に沿った距離Ｄ４は、距離Ｄ１より
も短い。
【０１６８】
　距離Ｄ３が長すぎる場合、第１の支持板２１０の面ＰＬ１に形成された凹凸が大きすぎ
、第１の支持板２１０や第１の樹脂層２２０に生じる歪が大きすぎることがある。また、
距離Ｄ４が長すぎる場合、第２の支持板２７０に形成された凹凸が大きすぎ、第２の支持
板２７０や第２の樹脂層２４０に生じる歪みが大きすぎることがある。
【０１６９】
　これに対して、静電チャック１０においては、距離Ｄ３及び距離Ｄ４のそれぞれは、距
離Ｄ１よりも短い。これにより、第１の支持板２１０に近接する層と第１の支持板２１０
との密着性を確保しつつ、第１の支持板２１０や第１の樹脂層２２０に生じる歪が大きく
なりすぎることを防げる。また、第２の支持板２７０に近接する層と第２の支持板２７０
との密着性を確保しつつ、第２の支持板２７０や第３の樹脂層２６０に生じる歪が大きく
なりすぎることを防げる。
【０１７０】
　ヒータプレート２００においては、ヒータエレメント２３０の発熱により、ヒータエレ
メント２３０自身に歪（熱歪）が生じやすい。そこで、図１６に示した例では、距離Ｄ３
を距離Ｄ４よりも短くしている。つまり、ヒータエレメント２３０側の第１の支持板２１
０等の構造的な歪を、バイパス層２５０側の第２の支持板２７０等の構造的な歪よりも小
さくしている。これにより、ヒータプレート２００全体の熱歪に対する耐性を向上させる
ことができる。
【０１７１】
　なお、実施形態においては、距離Ｄ３及び距離Ｄ４のいずれかは、略ゼロであってもよ
い。すなわち、面ＰＬ１および面ＰＵ２のいずれかは、フラットであってもよい。面ＰＬ
１及び面ＰＵ２のいずれかに凹凸が形成されていればよい。
【０１７２】
　図１７（ａ）～図１７（ｄ）は、本実施形態のヒータプレートの一部を表す断面図であ
る。　
　図１７（ａ）は、ヒータエレメント２３０の一部を表し、図１７（ｂ）は、バイパス層
２５０の一部を表す。また、図１７（ｃ）は、ヒータエレメント２３０及びバイパス層２
５０の一部を表し、図１７（ｄ）は、ヒータエレメント２３０及びバイパス層２５０の変
形例を表す。　
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　各ヒータ電極２３９のそれぞれは、第１の支持板２１０側の第１面Ｐ１（上面）と、第
２の支持板側の第２面Ｐ２（下面）と、を有する。第１面Ｐ１は、第１の樹脂層２２０と
対向する。第２面Ｐ２は、第１面Ｐ１と反対側を向く。すなわち、第２面Ｐ２は、第２の
樹脂層２４０と対向する。
【０１７３】
　第１面Ｐ１の幅Ｗ１は、第２面Ｐ２の幅Ｗ２と異なる。この例において、第１面Ｐ１の
幅Ｗ１は、第２面Ｐ２の幅Ｗ２よりも狭い。すなわち、ヒータ電極２３９の幅は、上方（
セラミック誘電体基板１００側）に向かうほど狭くなる。
【０１７４】
　各ヒータ電極２３９は、第１面Ｐ１と第２面Ｐ２とを接続する一対の側面ＳＦ１を有す
る。図１７（ａ）に示したＺ方向に対して平行な断面において、側面ＳＦ１は、曲線状で
ある。各側面ＳＦ１は、例えば、凹曲面状である。各側面ＳＦ１は、例えば、平面状でも
よい。第１面Ｐ１と側面ＳＦ１との成す角度θ１は、第２面Ｐ２と側面ＳＦ１との成す角
度θ２と異なる。また、側面ＳＦ１の表面粗さは、第１面Ｐ１及び第２面Ｐ２の少なくと
も一方の表面粗さよりも粗い。
【０１７５】
　第１面Ｐ１は、例えば、第１の樹脂層２２０に接触する。第２面Ｐ２は、例えば、第２
の樹脂層２４０に接触する。
【０１７６】
　図１７（ｂ）及び図１７（ｃ）に表したように、バイパス部２５１（バイパス層２５０
）は、第３の導電部２３と、第４の導電部２４と、を有する。第４の導電部２４は、面内
方向Ｄｐ（例えばＸ方向）において第３の導電部２３と離間している。第３の導電部２３
及び第４の導電部２４は、バイパス部２５１の一部である。
【０１７７】
　各バイパス部２５１のそれぞれは、第１の支持板２１０側の第３面Ｐ３（上面）と、第
２の支持板２７０側の第４面Ｐ４（下面）と、を有する。第３面Ｐ３は、第２の樹脂層２
４０と対向する。第４面Ｐ４は、第３面Ｐ３と反対側を向く。すなわち、第４面Ｐ４は、
第３の樹脂層２６０と対向する。
【０１７８】
　第３面Ｐ３の幅Ｗ３は、第４面Ｐ４の幅Ｗ４と異なる。この例において、第３面Ｐ３の
幅Ｗ３は、第４面Ｐ４の幅Ｗ４よりも狭い。すなわち、バイパス部２５１の幅は、上方（
セラミック誘電体基板１００側）に向かうほど狭くなる。この例において、第３面Ｐ３の
第４面Ｐ４に対する幅の大小関係は、第１面Ｐ１の第２面Ｐ２に対する幅の大小関係と同
じである。
【０１７９】
　各バイパス部２５１は、第３面Ｐ３と第４面Ｐ４とを接続する一対の側面ＳＦ２を有す
る。各側面ＳＦ２は、例えば、凹曲面状である。各側面ＳＦ２は、例えば、平面状でもよ
い。第３面Ｐ３と側面ＳＦ２との成す角度θ３は、第４面Ｐ４と側面ＳＦ２との成す角度
θ４と異なる。また、側面ＳＦ２の表面粗さは、第３面Ｐ３及び第４面Ｐ４の少なくとも
一方の表面粗さよりも粗い。
【０１８０】
　第３面Ｐ３は、例えば、第２の樹脂層２４０に接触する。第４面Ｐ４は、例えば、第３
の樹脂層２６０に接触する。
【０１８１】
　このように、本実施形態に係る静電チャック１０では、第１面Ｐ１の幅Ｗ１が、第２面
Ｐ２の幅Ｗ２と異なる。これにより、熱膨張によってヒータエレメント２３０が変形して
も、第１の樹脂層２２０などに掛かる応力を低減することができる。これにより、ヒータ
エレメント２３０に近接する層（例えば、第１の樹脂層２２０）の剥離を抑制することが
できる。剥離によって生じる処理対象物の温度変化を抑制することができる。従って、静
電チャックの信頼性を向上させることができる。
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【０１８２】
　また、静電チャック１０では、第１面Ｐ１の幅Ｗ１が、第２面Ｐ２の幅Ｗ２よりも狭い
。これにより、第１面Ｐ１との接触面積が小さくなり、第１面Ｐ１に接触する層に加わる
応力を低減し、第１面Ｐ１に接触する層の剥離を抑制することができる。例えば、第１の
樹脂層２２０の剥離を抑制することができる。また、ベースプレート３００に熱が逃げや
すい第２面Ｐ２側の発熱量が、第１面Ｐ１側の発熱量よりも多くなり、第１面Ｐ１及び第
２面Ｐ２に対して垂直な上下方向（Ｚ方向）における熱分布のバラツキを抑制することが
できる。例えば、均熱性をより向上させることができる。
【０１８３】
　また、静電チャック１０では、側面ＳＦ１が、凹曲面状である。これにより、側面ＳＦ
１に近接する層に加わる応力を低減し、側面ＳＦ１に近接する層の剥離を抑制することが
できる。例えば、側面ＳＦ１と第１の樹脂層２２０（又は第２の樹脂層２４０）との剥離
を抑制することができる。
【０１８４】
　また、静電チャック１０では、第１面Ｐ１と側面ＳＦ１との成す角度θ１が、第２面Ｐ
２と側面ＳＦ１との成す角度θ２と異なる。これにより、熱膨張によるヒーター変形によ
る樹脂層への応力の緩和により、ヒーターエレメント２３０に近接する第１の樹脂層２２
０及び第２の樹脂層２４０の剥離の低減と、均熱性や温度追従性といった熱的特性を両立
することができる。
【０１８５】
　また、静電チャック１０では、側面ＳＦ１の表面粗さが、第１面Ｐ１及び第２面Ｐ２の
少なくとも一方の表面粗さよりも粗い。これにより、側面ＳＦ１部分での密着性を向上さ
せ、ヒータエレメント２３０に近接する層の剥離をより抑制することができる。例えば、
側面ＳＦ１と第１の樹脂層２２０（又は第２の樹脂層２４０）との剥離をより抑制するこ
とができる。
【０１８６】
　また、静電チャック１０では、第３面Ｐ３の第４面Ｐ４に対する幅の大小関係が、第１
面Ｐ１の第２面Ｐ２に対する幅の大小関係と同じである。そして、静電チャック１０では
、第１面Ｐ１及び第３面Ｐ３の幅が、第２面Ｐ２及び第４面Ｐ４の幅よりも狭い。この場
合、Ｚ方向における熱分布のバラツキをより抑制することができる。
【０１８７】
　なお、図１７（ａ）～図１７（ｃ）では、バイパス層２５０の上にヒータエレメント２
３０を設けている。これに限ることなく、例えば、図１７（ｄ）に表したように、ヒータ
エレメント２３０の上にバイパス層２５０を設けてもよい。
【０１８８】
　図１８（ａ）～図１８（ｄ）は、本実施形態のヒータプレートの変形例を表す断面図で
ある。　
　図１８（ａ）及び図１８（ｃ）に表したように、この例において、第１面Ｐ１の幅Ｗ１
は、第２面Ｐ２の幅Ｗ２よりも広い。すなわち、ヒータ電極２３９の幅は、下方（べース
プレート３００側）に向かうほど狭くなる。同様に、図１８（ｂ）及び図１８（ｃ）に表
したように、第３面Ｐ３の幅Ｗ３は、第４面Ｐ４の幅Ｗ４よりも広い。バイパス部２５１
の幅は、下方に向かうほど狭くなる。
【０１８９】
　このように、第１面Ｐ１の幅Ｗ１は、第２面Ｐ２の幅Ｗ２より広くてもよい。この場合
、第２面Ｐ２に接触する層に加わる応力を低減し、第２面Ｐ２に接触する層の剥離を抑制
することができる。また、第１面Ｐ１側において熱を持ち易くするとともに、第２面Ｐ２
側において熱を冷まし易くし、温度追従性（ランプレート）をより向上させることができ
る。
【０１９０】
　また、この例では、第３面Ｐ３の第４面Ｐ４に対する幅の大小関係が、第１面Ｐ１の第
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２面Ｐ２に対する幅の大小関係と同じであり、第１面Ｐ１及び第３面Ｐ３の幅が、第２面
Ｐ２及び第４面Ｐ４の幅よりも広い。この場合には、第１面Ｐ１及び第３面Ｐ３側におい
て熱を持ち易くするとともに、第２面Ｐ２及び第４面Ｐ４側において熱を冷まし易くし、
温度追従性をより向上させることができる。また、図１８（ｄ）に表したように、バイパ
ス層２５０は、ヒータエレメント２３０の上に設けてもよい。
【０１９１】
　図１９（ａ）～図１９（ｄ）は、本実施形態のヒータプレートの変形例を表す断面図で
ある。　
　図１９（ａ）及び図１９（ｃ）に表したように、この例において、第１面Ｐ１の幅Ｗ１
は、第２面Ｐ２の幅Ｗ２よりも狭い。一方、図１９（ｂ）及び図１９（ｃ）に表したよう
に第３面Ｐ３の幅Ｗ３は、第４面Ｐ４の幅Ｗ４よりも広い。この例において、第３面Ｐ３
の第４面Ｐ４に対する幅の大小関係は、第１面Ｐ１の第２面Ｐ２に対する幅の大小関係と
反対である。
【０１９２】
　このように、第３面Ｐ３の第４面Ｐ４に対する幅の大小関係は、第１面Ｐ１の第２面Ｐ
２に対する幅の大小関係と反対でもよい。この場合、バイパス層２５０の熱膨張によって
加わる応力の方向を、ヒータエレメント２３０の熱膨張によって加わる応力の方向と逆向
きにすることができる。これにより、応力の影響をより抑制することができる。なお、図
１９（ｄ）に表したように、バイパス層２５０をヒータエレメント２３０の上に設けても
よい。
【０１９３】
　図２０（ａ）～図２０（ｄ）は、本実施形態のヒータプレートの変形例を表す断面図で
ある。　
　図２０（ａ）～図２０（ｃ）に表したように、第１面Ｐ１の幅Ｗ１を、第２面Ｐ２の幅
Ｗ２より広くし、第３面Ｐ３の幅Ｗ３を、第４面Ｐ４の幅Ｗ４より狭くしてもよい。また
、図２０（ｄ）に表したように、バイパス層２５０をヒータエレメント２３０の上に設け
てもよい。
【０１９４】
　図２１（ａ）及び図２１（ｂ）は、ヒータプレートのシミュレーション結果の一例を表
す説明図である。　
　図２１（ａ）は、シミュレーションに用いたヒータ電極２３９のヒータパターンの一部
を表す。図２１（ｂ）は、シミュレーション結果の一例を表す断面図である。　
　シミュレーションでは、図２１（ａ）に表したヒータ電極２３９に電流を流した時の発
熱量をＣＡＥ（Computer Aided Engineering）解析した。図２１（ｂ）では、発熱量の解
析結果をハッチングの濃淡で表している。図２１（ｂ）では、ハッチングの濃淡の薄い部
分が温度の低いところを表し、濃くなるに従って温度が高くなることを表している。
【０１９５】
　シミュレーションでは、ヒータ電極２３９において温度の高くなりやすいホットスポッ
トＨＳＰについてＣＡＥ解析を行った。図２１（ｂ）は、ホットスポットＨＳＰのＧ１－
Ｇ２線断面を表す。なお、シミュレーションモデルでは、バイパス層２５０が、セラミッ
ク誘電体基板１００とヒータエレメント２３０との間に設けられている。また、第１の樹
脂層２２０、第２の樹脂層２４０、及び第３の樹脂層２６０を便宜的に１つの層（ポリイ
ミド層）にまとめて図示している。また、シミュレーションでは、ヒータ電極２３９の幅
を一定とした。すなわち、シミュレーションにおいては、第１面Ｐ１の幅Ｗ１は、第２面
Ｐ２の幅Ｗ２と実質的に同じである。
【０１９６】
　ホットスポットＨＳＰは、略円形のヒータプレート２００の最外周に位置している。ホ
ットスポットＨＳＰは、他の部分と曲率が反転した部分である。ホットスポットＨＳＰで
は、円弧の内側の部分が、ヒータプレート２００の外周側を向いている。
【０１９７】
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　円弧状に湾曲したヒータ電極２３９では、外側に比べて内側の方が経路が短く、抵抗も
低くなる。このため、円弧状のヒータ電極２３９では、内側の方が外側よりも電流密度が
高くなり、温度も高くなる傾向にある。従って、図２１（ｂ）に表したように、ホットス
ポットＨＳＰでは、円弧の内側であるヒータプレート２００の外周側の方が中心側よりも
温度が高くなっている。また、ホットスポットＨＳＰでは、他の部分と曲率が反転してい
るため、中心側の径の大きい部分にも比較的電流が流れやすい。このため、ホットスポッ
トＨＳＰでは、他の部分と比べて温度が上がり易い。
【０１９８】
　このように、円弧状に湾曲したヒータ電極２３９では、内側の部分と外側の部分とで温
度分布にムラが生じる。例えば、第１導電部２１と第２導電部２２との間に空間が空いて
いる（空気層が存在する）と、その部分で熱的に遮断されてしまう。この際、例えば、第
１の支持板２１０の下面および第２の支持板２７０の上面に、ヒータエレメント２３０の
形状にならった凹凸が形成されるように、各部材を密着させる。これにより、第１の樹脂
層２２０とヒータエレメント２３０との密着性、第２の樹脂層２４０とヒータエレメント
２３０、及び、第１の樹脂層２２０と第２の樹脂層２４０との密着性が向上する。その結
果、温度分布のムラを抑制することができる。また、例えば、均熱性をより向上させるこ
とができる。
【０１９９】
　また、図２１（ｂ）に表したように、ヒータ電極２３９では、セラミック誘電体基板１
００側（上側）の方が、べースプレート３００側（下側）よりも温度が高くなり易い。こ
れは、ベースプレート３００側に熱が逃げるためである。例えば、ヒータ電極２３９の直
上に温度の高い部分が局所的に生じてしまう場合などには、図１７（ａ）などに表したよ
うに、第１面Ｐ１の幅Ｗ１を、第２面Ｐ２の幅Ｗ２よりも狭くする。これにより、前述の
ように、Ｚ方向における熱分布のバラツキを抑制することができる。例えば、ヒータ電極
２３９の直上に温度の高い部分が局所的に生じてしまうことを抑制し、均熱性をより向上
させることができる。
【０２００】
　図２２は、本実施形態のヒータプレートの変形例を表す断面図である。　
　この例では、ヒータエレメント２３０は、第１の支持板２１０とバイパス層２５０との
間に設けられている。また、バイパス層２５０は、ヒータエレメント２３０と第２の支持
板２７０との間に設けられている。バイパス層２５０は、ヒータエレメント２３０よりも
厚い。
【０２０１】
　第１の支持板２１０の下面（面ＰＬ１）は、第１部分Ｔ１と、第２部分Ｔ２と、を有す
る。第１部分Ｔ１は、Ｚ方向に沿って見たときにバイパス層２５０と重なる。第２部分Ｔ
２は、Ｚ方向に沿って見たときにバイパス層２５０と重ならない。
【０２０２】
　第２の支持板２７０の上面（面ＰＵ２）は、第３部分Ｔ３と、第４部分Ｔ４と、を有す
る。第３部分Ｔ３は、Ｚ方向に沿って見たときにバイパス層２５０と重なる。第４部分Ｔ
４は、Ｚ方向に沿って見たときにバイパス層２５０と重ならない。
【０２０３】
　第１部分Ｔ１と第２部分Ｔ２との間のＺ方向に沿った距離Ｌ２は、第３部分Ｔ３と第４
部分Ｔ４との間のＺ方向に沿った距離Ｌ３以下である。例えば、距離Ｌ２は、距離Ｌ３よ
りも短い。
【０２０４】
　すなわち、ヒータエレメント２３０側に位置する第１の支持板２１０における凹凸は、
バイパス層２５０側に位置する第２の支持板２７０における凹凸よりも小さい。換言すれ
ば、ヒータエレメント２３０側の第１の支持板２１０等の構造的な歪は、バイパス層２５
０側の第２の支持板２７０等の構造的な歪よりも小さい。熱歪が生じやすいヒータエレメ
ント側の構造的な歪を小さくすることにより、熱歪による応力によってヒータプレート全
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体に掛かる負荷を抑制することができる。
【０２０５】
　図２３（ａ）及び図２３（ｂ）は、本実施形態の変形例にかかる静電チャックを表す模
式的断面図である。　
　図２３（ａ）は、本実施形態の変形例にかかる静電チャックを表す模式的断面図である
。図２３（ｂ）は、本変形例のヒータプレートを表す模式的断面図である。図２３（ａ）
および図２３（ｂ）は、例えば図１に表した切断面Ａ１－Ａ１における模式的断面図に相
当する。
【０２０６】
　図２３（ａ）に表した静電チャック１０ａは、セラミック誘電体基板１００と、ヒータ
プレート２００ａと、べースプレート３００と、を備える。セラミック誘電体基板１００
およびべースプレート３００は、図１および図２に関して前述した通りである。
【０２０７】
　図２３（ｂ）に表したように、本具体例のヒータプレート２００ａは、複数のヒータエ
レメントを有する。図２３（ｂ）に表したヒータプレート２００ａは、第１の樹脂層２２
０と、第１のヒータエレメント（発熱層）２３０ａと、第２の樹脂層２４０と、第２のヒ
ータエレメント（発熱層）２３０ｂと、第３の樹脂層２６０と、バイパス層２５０と、第
４の樹脂層２９０と、第２の支持板２７０と、を有する。
【０２０８】
　第１の樹脂層２２０は、第１の支持板２１０と、第２の支持板２７０と、の間に設けら
れている。第１のヒータエレメント２３０ａは、第１の樹脂層２２０と、第２の支持板２
７０と、の間に設けられている。第２の樹脂層２４０は、第１のヒータエレメント２３０
ａと、第２の支持板２７０と、の間に設けられている。第２のヒータエレメント２３０ｂ
は、第２の樹脂層２４０と、第２の支持板２７０と、の間に設けられている。第３の樹脂
層２６０は、第２のヒータエレメント２３０ｂと、第２の支持板２７０と、の間に設けら
れている。バイパス層２５０は、第３の樹脂層２６０と、第２の支持板２７０と、の間に
設けられている。第４の樹脂層２９０は、バイパス層２５０と、第２の支持板２７０と、
の間に設けられている。つまり、本具体例では、第１のヒータエレメント２３０ａは、第
２のヒータエレメント２３０ｂとは異なる層に独立した状態で設けられている。
【０２０９】
　第１の支持板２１０と、第１の樹脂層２２０と、第２の樹脂層２４０と、第３の樹脂層
２６０と、バイパス層２５０と、第２の支持板２７０と、のそれぞれの材料、厚さ、およ
び機能は、図３～図５に関して前述した通りである。第１のヒータエレメント２３０ａお
よび第２のヒータエレメント２３０ｂのそれぞれの材料、厚さ、および機能は、図３～図
５に関して前述したヒータエレメント２３０と同じである。第４の樹脂層２９０は、図３
～図５に関して前述した第１の樹脂層２２０と同じである。
【０２１０】
　本変形例によれば、第１のヒータエレメント２３０ａが第２のヒータエレメント２３０
ｂとは異なる層において独立して配置されているため、処理対象物Ｗの面内の温度を所定
の領域ごとに独立して制御することができる。
【０２１１】
　図２４（ａ）、図２４（ｂ）及び図２５は、本実施形態の第１の支持板の変形例を表す
模式的平面図である。
【０２１２】
　図２６は、本変形例のヒータプレートを表す模式的断面図である。　
　図２４（ａ）は、第１の支持板が複数の支持部に分割された一例を表す。図２４（ｂ）
及び図２５は、第１の支持板が複数の支持部に分割された他の一例を表す。
【０２１３】
　図２６では、説明の便宜上、図２４（ａ）に表したヒータプレートと、第１の支持板の
上面の温度のグラフ図と、を併せて表している。図２６に表したグラフ図は、第１の支持
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板の上面の温度の一例である。図２６に表したグラフ図の横軸は、第１の支持板２１０ａ
の上面の位置を表している。図２６に表したグラフ図の縦軸は、第１の支持板２１０ａの
上面の温度を表している。なお、図２６では、説明の便宜上、バイパス層２５０および第
３の樹脂層２６０を省略している。
【０２１４】
　図２４（ａ）および図２４（ｂ）に表した変形例では、第１の支持板２１０ａは、複数
の支持部に分割されている。より具体的には、図２４（ａ）に表した変形例では、第１の
支持板２１０ａは、同心円状に複数の支持部に分割され、第１の支持部２１６と、第２の
支持部２１７と、第３の支持部２１８と、第４の支持部２１９と、を有する。図２４（ｂ
）に表した変形例では、第１の支持板２１０ｂは、同心円状かつ放射状に複数の支持部に
分割され、第１の支持部２１６ａと、第２の支持部２１６ｂと、第３の支持部２１６ｃと
、第４の支持部２１６ｄと、第５の支持部２１６ｅと、第６の支持部２１６ｆと、第７の
支持部２１７ａと、第８の支持部２１７ｂと、第９の支持部２１７ｃと、第１０の支持部
２１７ｄと、第１１の支持部２１７ｅと、第１２の支持部２１７ｆと、を有する。
【０２１５】
　図２５に表した変形例において、第１の支持板２１０ｃは、さらに多くの支持部を有す
る。図２５の第１の支持板２１０ｃでは、図２４（ａ）で示した第１の支持部２１６が、
さらに４つの支持部２１６ａ～２１６ｄに分割されている。また、図２４（ａ）で示した
第２の支持部２１７が、さらに８つの支持部２１７ａ～２１７ｈに分割されている。また
、図２４（ａ）で示した第３の支持部２１８が、さらに８つの領域２１８ａ～２１８ｈに
分割されている。そして、図２４（ａ）で示した第４の支持部２１９が、さらに１６の支
持部２１９ａ～２１９ｐに分割されている。このように、第１の支持板２１０に設けられ
る支持部の数及び形状は、任意でよい。
【０２１６】
　第１の樹脂層２２０と、ヒータエレメント２３０と、第２の樹脂層２４０と、バイパス
層２５０と、第３の樹脂層２６０と、第２の支持板２７０と、給電端子２８０と、のそれ
ぞれは、図３～図５に関して前述した通りである。
【０２１７】
　図２４（ａ）～図２６に関する以下の説明では、図２４（ａ）に表した第１の支持板２
１０ａを例に挙げる。図２６に表したように、第１の支持部２１６は、ヒータエレメント
２３０の第１の領域２３１の上に設けられ、ヒータエレメント２３０の第１の領域２３１
に対応している。第２の支持部２１７は、ヒータエレメント２３０の第２の領域２３２の
上に設けられ、ヒータエレメント２３０の第２の領域２３２に対応している。第３の支持
部２１８は、ヒータエレメント２３０の第３の領域２３３の上に設けられ、ヒータエレメ
ント２３０の第３の領域２３３に対応している。第４の支持部２１９は、ヒータエレメン
ト２３０の第４の領域２３４の上に設けられ、ヒータエレメント２３０の第４の領域２３
４に対応している。
【０２１８】
　第１の支持部２１６は、第２の支持部２１７とは電気的に接合されていない。第２の支
持部２１７は、第３の支持部２１８とは電気的に接合されていない。第３の支持部２１８
は、第４の支持部２１９とは電気的に接合されていない。
【０２１９】
　本変形例によれば、第１の支持板２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃの面内において意図的
に径方向の温度差を設けることができる（温度制御性）。例えば図２６に表したグラフ図
のように、第１の支持部２１６から第４の支持部２１９にわたってステップ状に温度差を
設けることができる。これにより、処理対象物Ｗの面内において意図的に温度差を設ける
ことができる（温度制御性）。
【０２２０】
　図２７（ａ）及び図２７（ｂ）は、本実施形態の給電端子の具体例を表す模式的平面図
である。　
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　図２７（ａ）は、本具体例の給電端子を表す模式的平面図である。図２７（ｂ）は、本
具体例の給電端子の接合方法を例示する模式的平面図である。
【０２２１】
　図２７（ａ）および図２７（ｂ）に表した給電端子２８０は、ピン部２８１と、導線部
２８３と、支持部２８５と、接合部２８７と、を有する。ピン部２８１は、ソケットなど
と呼ばれる部材と接続される。ソケットは、静電チャック１０の外部から電力を供給する
。導線部２８３は、ピン部２８１と支持部２８５とに接続されている。支持部２８５は、
導線部２８３と接合部２８７とに接続されている。図２７（ｂ）に表した矢印Ｃ１４のよ
うに、接合部２８７は、ヒータエレメント２３０またはバイパス層２５０と接合される。
【０２２２】
　導線部２８３は、給電端子２８０にかかる応力を緩和する。すなわち、ピン部２８１は
、ベースプレート３００に固定される。一方で、接合部２８７は、ヒータエレメント２３
０またはバイパス層２５０と接合される。ベースプレート３００と、ヒータエレメント２
３０またはバイパス層２５０と、の間には、温度差が生ずる。そのため、ベースプレート
３００と、ヒータエレメント２３０またはバイパス層２５０と、の間には、熱膨張の差が
生ずる。そのため、熱膨張の差に起因する応力が給電端子２８０にかかることがある。熱
膨張の差に起因する応力は、例えばベースプレート３００の径方向にかかる。導線部２８
３は、この応力を緩和することができる。なお、接合部２８７と、ヒータエレメント２３
０またはバイパス層２５０と、の接合は、溶接、レーザ光を利用した接合、半田付け、あ
るいはろう付けなどにより行われる。
【０２２３】
　ピン部２８１の材料としては、例えばモリブデンなどが挙げられる。導線部２８３の材
料としては、例えば銅などが挙げられる。導線部２８３の径Ｄ５は、ピン部２８１の径Ｄ
８よりも小さい。導線部２８３の径Ｄ５は、例えば約０．３ｍｍ以上、２．０ｍｍ以下程
度である。支持部２８５の材料としては、例えばステンレスなどが挙げられる。支持部２
８５の厚さＤ６（Ｚ方向の長さ）は、例えば約０．５ｍｍ以上、２．０ｍｍ以下程度であ
る。接合部２８７の材料としては、例えばステンレスなどが挙げられる。接合部２８７の
厚さＤ７（Ｚ方向の長さ）は、例えば約０．０５ｍｍ以上、０．５０ｍｍ以下程度である
。
【０２２４】
　本具体例によれば、ピン部２８１の径Ｄ８が導線部２８３の径Ｄ５よりも大きいため、
ピン部２８１は、比較的大きい電流をヒータエレメント２３０に供給することができる。
また、導線部２８３の径Ｄ５がピン部２８１の径Ｄ８よりも小さいため、導線部２８３は
、ピン部２８１よりも変形しやすく、ピン部２８１の位置を接合部２８７の中心からずら
すことができる。これにより、ヒータプレート２００とは異なる部材（例えばベースプレ
ート３００）に給電端子２８０を固定することができる。
【０２２５】
　支持部２８５は、例えば、溶接、レーザ光を利用した接合、半田付け、ロウ付けなどに
より導線部２８３および接合部２８７と接合されている。これにより、給電端子２８０に
かかる応力を緩和しつつ、ヒータエレメント２３０またはバイパス層２５０に対してより
広い接触面積を確保することができる。
【０２２６】
　図２８は、本実施形態のヒータプレートの変形例を表す模式的分解図である。　
　図２８に表したように、この例では、バイパス層２５０が、第１の支持板２１０とヒー
タエレメント２３０との間に設けられる。より詳しくは、バイパス層２５０が、第１の支
持板２１０と第１の樹脂層２２０との間に設けられ、第３の樹脂層２６０が、第１の支持
板２１０とバイパス層２５０との間に設けられる。
【０２２７】
　このように、バイパス層２５０は、第１の支持板２１０とヒータエレメント２３０との
間に設けてもよい。すなわち、バイパス層２５０は、ヒータエレメント２３０とセラミッ



(34) JP 6195029 B1 2017.9.13

10

20

30

40

50

ク誘電体基板１００との間に設けてもよい。
【０２２８】
　この場合においても、バイパス層２５０により、ヒータエレメント２３０から供給され
た熱の拡散性を向上させることができる。例えば、処理対象物Ｗの面内方向（水平方向）
における熱拡散性を向上させることができる。これにより、例えば、処理対象物Ｗの面内
の温度分布の均一性を向上させることができる。例えば、ヒータエレメント２３０のパタ
ーンによって生じる温度分布のムラを、バイパス層２５０によって緩和して、温度分布の
均一性を向上させることができる。
【０２２９】
　なお、バイパス層２５０は、例えば、第１の支持板２１０とヒータエレメント２３０と
の間、及び、ヒータエレメント２３０と第２の支持板２７０との間の双方に設けてもよい
。すなわち、ヒータプレート２００は、第１の支持板２１０とヒータエレメント２３０と
の間、及び、ヒータエレメント２３０と第２の支持板２７０との間のそれぞれに設けられ
た２つのバイパス層２５０を有してもよい。
【０２３０】
　図２９は、本実施形態の給電端子の変形例を表す模式的断面図である。　
　この例では、実施形態に係る静電チャックは、前述の給電端子２８０の代わりに給電端
子２８０ａを有する。給電端子２８０ａは、給電部（本体部）２８１ａと、端子部２８１
ｂと、を有する。給電端子２８０ａは、例えば、コンタクトプローブである。
【０２３１】
　例えば、ベースプレート３００には、孔３９０が設けられる。筒状のスリーブ２８３ａ
は、孔３９０に対して固定される。給電端子２８０ａは、スリーブ２８３ａの内部に設け
られ、例えば螺合などによりベースプレート３００に対して固定される。
【０２３２】
　給電部２８１ａには、ヒータエレメント２３０に外部から電力を供給するソケット２８
５ａを接続することができる。　
　端子部２８１ｂは、給電端子２８０ａの先端に設けられ、ヒータエレメント２３０又は
バイパス層２５０に接触する。端子部２８１ｂは、給電部２８１ａに対して摺動可能であ
り、給電端子２８０ａは伸縮可能である。また、給電端子２８０ａは、給電部２８１ａに
対して固定されたバネを内部に有する。端子部２８１ｂは、そのバネにより、給電端子２
８０ａが伸びるように付勢されている。
【０２３３】
　端子部２８１ｂは、ヒータプレート２００（ヒータエレメント２３０又はバイパス層２
５０）に押圧される。このとき、給電端子２８０ａは、バネの弾性力に抗して縮んだ状態
である。言い換えれば、端子部２８１ｂは、バネの弾性力によってヒータエレメント２３
０又はバイパス層２５０へ向かう方向に付勢され、押し当てられている。これにより、ソ
ケット２８５ａは、給電端子２８０ａを介して、ヒータエレメント２３０又はバイパス層
２５０と電気的に接続される。ヒータエレメント２３０又はバイパス層２５０には、給電
端子２８０ａ及びソケット２８５ａを介して、外部から電力が供給される。
【０２３４】
　このような給電端子２８０ａを用いた場合は、給電端子を溶接などで接合する場合に比
べて、給電のために設けられる孔（ベースプレート３００の孔３９０や、第２の支持板２
７０の孔２７３）の径を小さくすることができる。
【０２３５】
　図３０は、本発明の他の実施の形態にかかるウェーハ処理装置を表す模式的断面図であ
る。　
　本実施形態にかかるウェーハ処理装置５００は、処理容器５０１と、上部電極５１０と
、図１～図２９に関して前述した静電チャック（例えば、静電チャック１０）と、を備え
ている。処理容器５０１の天井には、処理ガスを内部に導入するための処理ガス導入口５
０２が設けられている。処理容器５０１の底板には、内部を減圧排気するための排気口５
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０３が設けられている。また、上部電極５１０および静電チャック１０には高周波電源５
０４が接続され、上部電極５１０と静電チャック１０とを有する一対の電極が、互いに所
定の間隔を隔てて平行に対峙するようになっている。
【０２３６】
　本実施形態にかかるウェーハ処理装置５００において、上部電極５１０と静電チャック
１０との間に高周波電圧が印加されると、高周波放電が起こり処理容器５０１内に導入さ
れた処理ガスがプラズマにより励起、活性化されて、処理対象物Ｗが処理されることにな
る。尚、処理対象物Ｗとしては、半導体基板（ウェーハ）を例示することができる。但し
、処理対象物Ｗは、半導体基板（ウェーハ）には限定されず、例えば、液晶表示装置に用
いられるガラス基板等であってもよい。
【０２３７】
　高周波電源５０４は、静電チャック１０のベースプレート３００と電気的に接続される
。ベースプレート３００には、前述のように、アルミニウムなどの金属材料が用いられる
。すなわち、ベースプレート３００は、導電性を有する。これにより、高周波電圧は、上
部電極４１０とベースプレート３００との間に印加される。
【０２３８】
　また、この例のウェーハ処理装置５００では、ベースプレート３００が、第１の支持板
２１０及び第２の支持板２７０と電気的に接続されている。これにより、ウェーハ処理装
置５００では、第１の支持板２１０と上部電極５１０との間、及び、第２の支持板２７０
と上部電極５１０との間にも高周波電圧が印加される。
【０２３９】
　このように、各支持板２１０、２７０と上部電極５１０との間に高周波電圧を印加する
。これにより、ベースプレート３００と上部電極５１０との間のみに高周波電圧を印加す
る場合に比べて、高周波電圧を印加する場所を処理対象物Ｗにより近付けることができる
。これにより、例えば、より効率的かつ低電位でプラズマを発生させることができる。
【０２４０】
　ウェーハ処理装置５００のような構成の装置は、一般に平行平板型ＲＩＥ（Reactive I
on Etching）装置と呼ばれるが、本実施形態にかかる静電チャック１０は、この装置への
適用に限定されるわけではない。例えば、ＥＣＲ(Electron Cyclotron Resonance) エッ
チング装置、誘電結合プラズマ処理装置、ヘリコン波プラズマ処理装置、プラズマ分離型
プラズマ処理装置、表面波プラズマ処理装置、プラズマＣＶＤ（Chemical Vapor Deposit
ion )装置などのいわゆる減圧処理装置に広く適応することができる。また、本実施形態
にかかる静電チャック１０は、露光装置や検査装置のように大気圧下で処理や検査が行わ
れる基板処理装置に広く適用することもできる。ただし、本実施形態にかかる静電チャッ
ク１０の有する高い耐プラズマ性を考慮すると、静電チャック１０をプラズマ処理装置に
適用させることが好ましい。尚、これらの装置の構成の内、本実施形態にかかる静電チャ
ック１０以外の部分には公知の構成を適用することができるので、その説明は省略する。
【０２４１】
　図３１は、本発明の他の実施の形態にかかるウェーハ処理装置の変形例を表す模式的断
面図である。　
　図３１に表したように、高周波電源５０４は、第１の支持板２１０と上部電極５１０と
の間、及び、第２の支持板２７０と上部電極５１０との間のみに電気的に接続してもよい
。この場合にも、高周波電圧を印加する場所を処理対象物Ｗに近付け、効率的にプラズマ
を発生させることができる。
【０２４２】
　図３２は、本発明の他の実施の形態にかかるウェーハ処理装置の変形例を表す模式的断
面図である。　
　図３２に表したように、この例では、高周波電源５０４が、ヒータエレメント２３０と
電気的に接続されている。このように、高周波電圧は、ヒータエレメント２３０と上部電
極５１０との間に印加してもよい。この場合にも、高周波電圧を印加する場所を処理対象
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物Ｗに近付け、効率的にプラズマを発生させることができる。
【０２４３】
　高周波電源５０４は、例えば、各給電端子２８０を介してヒータエレメント２３０と電
気的に接続する。例えば、高周波電圧をヒータエレメント２３０の複数の領域（例えば、
図１２（ａ）に表した第１の領域２３１～第４の領域２３４）に選択的に印加する。これ
により、高周波電圧の分布を制御することができる。
【０２４４】
　高周波電源５０４は、例えば、第１の支持板２１０と第２の支持板２７０とヒータエレ
メント２３０とに電気的に接続してもよい。高周波電圧は、第１の支持板２１０と上部電
極５１０との間、第２の支持板２７０と上部電極５１０との間、及び、ヒータエレメント
２３０と上部電極５１０との間のそれぞれに印加してもよい。
【０２４５】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、ヒータプレート２
００、２００ａ、２００ｂなどが備える各要素の形状、寸法、材質、配置などやヒータエ
レメント２３０、第１のヒータエレメント２３０ａ、第２のヒータエレメント２３０ｂ、
およびバイパス層２５０の設置形態などは、例示したものに限定されるわけではなく適宜
変更することができる。　
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わ
せることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包
含される。
【符号の説明】
【０２４６】
　１０、１０ａ 静電チャック、　２１ 第１の導電部、　２２ 第２の導電部、　２３ 第
３の導電部、　２４ 第４の導電部、　２５ｈ 接合部、　１００ セラミック誘電体基板
、　１０１ 第１主面、　１０２ 第２主面、　１０７ 第１誘電層、　１０９ 第２誘電層
、　１１１ 電極層、　１１３ 凸部、　１１５ 溝、　２００、２００ａ ヒータプレート
、　２０１ リフトピン孔、　２０３ 中心、　２１０、２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃ 
第１の支持板、　２１１ 面、　２１６ 第１の支持部、　２１６ａ 第１の支持部、　２
１６ｂ 第２の支持部、　２１６ｃ 第３の支持部、　２１６ｄ 第４の支持部、　２１６
ｅ 第５の支持部、　２１６ｆ 第６の支持部、　２１７ 第２の支持部、　２１７ａ 第７
の支持部、　２１７ｂ 第８の支持部、　２１７ｃ 第９の支持部、　２１７ｄ 第１０の
支持部、　２１７ｅ 第１１の支持部、　２１７ｆ 第１２の支持部、　２１８ 第３の支
持部、　２１９ 第４の支持部、　２２０ 第１の樹脂層、　２３０、２３０ａ、２３０ｂ
 ヒータエレメント、　２３１ 第１の領域、　２３１ａ 第１の領域、　２３１ｂ 第２の
領域、　２３１ｃ 第３の領域、　２３１ｄ 第４の領域、　２３１ｅ 第５の領域、　２
３１ｆ 第６の領域、　２３２ 第２の領域、　２３２ａ 第７の領域、　２３２ｂ 第８の
領域、　２３２ｃ 第９の領域、　２３２ｄ 第１０の領域、　２３２ｅ 第１１の領域、
　２３２ｆ 第１２の領域、　２３３ 第３の領域、　２３４ 第４の領域、　２３５ 離間
部分、　２３９ ヒータ電極、　２４０ 第２樹脂層、　２４１ 孔、　２５０ バイパス層
、　２５１ バイパス部、　２５１ａ 面、　２５３ 切り欠き部、　２５５ａ、２５５ｂ
、２５５ｃ、２５５ｄ、２５５ｅ、２５５ｆ、２５５ｇ、２５５ｈ 接合部、　２５７ 離
間部分、　２５９ 中心、　２６０ 第３の樹脂層、　２６１ 孔、　２７０ 支持板、　２
７１ 面、　２７３ 孔、　２８０、　２８０ａ 給電端子、　２８１ ピン部、　２８１ａ
 給電部、　２８１ｂ 端子部、　２８３ 導線部、　２８３ａ スリーブ、　２８５ 支持
部、　２８５ａ ソケット、　２８７ 接合部、　２９０ 第４の樹脂層、　３００ ベース
プレート、　３０１ 連通路、　３０３ 下面、　３２１ 導入路、　３９０ 孔、　４０３
 接着剤、　４１０ 上部電極、　５００ ウェーハ処理装置、　５０１ 処理容器、　５０
２ 処理ガス導入口、　５０３ 排気口、　５０４ 高周波電源、　５１０ 上部電極、　Ｈ
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ＳＰ ホットスポット、　ＪＡ 接合領域、　Ｐ１～Ｐ４ 第１～第４面、　ＰＬ１、ＰＬ
２、ＰＵ１、ＰＵ２ 面、　Ｒ１～Ｒ４ 第１～第４領域、　ＳＦ１、ＳＦ２ 側面、　Ｔ
１～Ｔ４ 第１～第４部分、　Ｗ 処理対象物
　
【要約】
【課題】熱的・電気的・機械的な負荷に耐え得る、信頼性の高い静電チャックを提供する
ことを目的とする。
【解決手段】処理対象物を載置するセラミック誘電体基板と、セラミック誘電体基板を支
持するベースプレートと、セラミック誘電体基板とベースプレートとの間に設けられたヒ
ータプレートと、を備え、ヒータプレートは、第１、２の支持板と、第１の支持板と第２
の支持板との間に設けられたヒータエレメントと、第１の支持板とヒータエレメントとの
間に設けられた第１の樹脂層と、第２の支持板とヒータエレメントとの間に設けられた第
２の樹脂層と、を有し、第１の支持板の第２の支持板側の面は、積層方向に沿ってみたと
きに、ヒータエレメントと重なる第１領域と、ヒータエレメントと重ならない第２領域と
、を有し、第２領域は、第１領域に比べて第２の支持板側に突出した静電チャックが提供
される。
【選択図】図５

【図１】 【図２】
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【図６】 【図７】

【図８】



(39) JP 6195029 B1 2017.9.13
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】

【図２９】



(44) JP 6195029 B1 2017.9.13

【図３０】 【図３１】

【図３２】
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