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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）成形型にセラミック粉体、溶媒、分散剤及びゲル化剤を含むセラミックスラリーを
投入し、前記成形型内で前記ゲル化剤を化学反応させて前記セラミックスラリーをゲル化
させたあと離型することにより、第１及び第２のセラミック成形体を得る工程と、
（ｂ）前記第１及び第２のセラミック成形体を乾燥したあと脱脂し、更に仮焼することに
より、第１及び第２のセラミック仮焼体を得る工程と、
（ｃ）前記第１のセラミック仮焼体が静電チャックの誘電層になるものとした上で、前記
第１及び第２のセラミック仮焼体のいずれか一方の表面に静電電極用ペーストを印刷して
静電電極とする工程と、
（ｄ）前記静電電極を挟み込むようにして前記第１及び第２のセラミック仮焼体を重ね合
わせた状態でホットプレス焼成することによりセラミック焼結体を作製する工程と、
　を含む静電チャックの製法。
【請求項２】
　前記工程（ａ）では、前記第１及び第２のセラミック成形体と同様にして第３のセラミ
ック成形体も作製し、
　前記工程（ｂ）では、前記第１及び第２のセラミック仮焼体と同様にして第３のセラミ
ック仮焼体も作製し、
　前記工程（ｃ）では、前記第２及び第３のセラミック仮焼体のいずれか一方の表面にヒ
ーター電極用ペーストを印刷してヒーター電極とし、
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　前記工程（ｄ）では、前記静電電極を挟み込むようにして前記第１及び第２のセラミッ
ク仮焼体を重ね合わせると共に前記ヒーター電極を挟み込むようにして前記第２及び第３
のセラミック仮焼体を重ね合わせた状態でホットプレス焼成することによりセラミック焼
結体を作製する、
　請求項１に記載の静電チャックの製法。
【請求項３】
（ａ）成形型にセラミック粉体、溶媒、分散剤及びゲル化剤を含むセラミックスラリーを
投入し、前記成形型内で前記ゲル化剤を化学反応させて前記セラミックスラリーをゲル化
させたあと離型することにより、第１及び第２のセラミック成形体を得る工程と、
（ｂ）前記第１のセラミック成形体が静電チャックの誘電層になるものとした上で、前記
第１及び第２のセラミック成形体のいずれか一方の表面に静電電極用ペーストを印刷して
静電電極とする工程と、
（ｃ）前記第１及び第２のセラミック成形体を乾燥したあと脱脂し、更に仮焼することに
より、第１及び第２のセラミック仮焼体を得る工程と、
（ｄ）前記静電電極を挟み込むようにして前記第１及び第２のセラミック仮焼体を重ね合
わせた状態でホットプレス焼成することによりセラミック焼結体を作製する工程と、
　を含む静電チャックの製法。
【請求項４】
　前記工程（ａ）では、前記第１及び第２のセラミック成形体と同様にして第３のセラミ
ック成形体も作製し、
　前記工程（ｂ）では、前記第２及び第３のセラミック成形体のいずれか一方の表面にヒ
ーター電極用ペーストを印刷してヒーター電極とし、
　前記工程（ｃ）では、前記第１及び第２のセラミック成形体と同様にして前記第３のセ
ラミック成形体も乾燥、脱脂、仮焼して第３のセラミック仮焼体を作製し、
　前記工程（ｄ）では、前記静電電極を挟み込むようにして前記第１及び第２のセラミッ
ク仮焼体を重ね合わせると共に前記ヒーター電極を挟み込むようにして前記第２及び第３
のセラミック仮焼体を重ね合わせた状態でホットプレス焼成することによりセラミック焼
結体を作製する、
　請求項３に記載の静電チャックの製法。
【請求項５】
　前記工程（ａ）では、前記セラミック粉体として、アルミナに焼結助剤として少なくと
もＭｇＦ2を加えたものを用い、
　前記工程（ｄ）では、ホットプレス焼成温度を１１２０～１３００℃の範囲に設定する
、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の静電チャックの製法。
【請求項６】
　前記工程（ａ）で使用するセラミック粉体は、平均粒径が０．４～０．６μｍである、
　請求項１～５のいずれか１項に記載の静電チャックの製法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静電チャックの製法及び静電チャックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、静電チャックの製法としては、２層構造の静電チャックの製法や３層構造の静電
チャックの製法が知られている。
【０００３】
　前者としては、アルミナ焼結体を形成する工程と、そのアルミナ焼結体上に静電電極用
の電極ペーストを印刷する工程と、その電極ペースト上にアルミナ粉体を充填し金型成形
する工程と、金型成形する工程で一体化された成形体を焼成する工程とを含む製法が知ら
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れている（特許文献１参照）。この特許文献１では、アルミナ焼結体の代わりにアルミナ
仮焼体を用いることも開示されている。
【０００４】
　一方、後者としては、アルミナ焼結体の上面に静電電極用の電極ペーストを印刷すると
共に下面にヒーター電極用の電極ペーストを印刷する工程と、その印刷後のアルミナ焼結
体を仮焼する工程と、静電電極の上にアルミナ粉体を配置すると共にヒーター電極の下に
もアルミナ粉体を配置し、その状態でこれらを加圧成形して加圧焼成を施す工程とを含む
製法が知られている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３４３７３３号公報
【特許文献２】特開２００８－４７８８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１，２の製法では、静電電極の上にアルミナ粉体を配置して加
圧成形したあと焼成する工程を含むため、アルミナ粉体の成形体内での密度のバラツキや
焼結体と成形体との同時焼成に起因して、積層焼成体中の静電電極の反りが大きくなる。
こうした反りが大きくなると、その後表面加工した際、ウェハー載置面と静電電極との距
離（つまり誘電層の厚み）のバラツキが大きくなり、ひいてはウェハーをチャックする際
の吸着力が面内でばらつくという問題が生じる。特に、近年、誘電層の厚みが薄くなる傾
向にあるため、こうした問題が顕著になりつつある。
【０００７】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、誘電層の厚みのバラツ
キを小さく抑えることを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の静電チャックの製法は、
（ａ）成形型にセラミック粉体、溶媒、分散剤及びゲル化剤を含むセラミックスラリーを
投入し、前記成形型内で前記ゲル化剤を化学反応させて前記セラミックスラリーをゲル化
させたあと離型することにより、第１及び第２のセラミック成形体を得る工程と、
（ｂ）前記第１及び第２のセラミック成形体を乾燥したあと脱脂し、更に仮焼することに
より、第１及び第２のセラミック仮焼体を得る工程と、
（ｃ）前記第１のセラミック仮焼体が静電チャックの誘電層になるものとした上で、前記
第１及び第２のセラミック仮焼体のいずれか一方の表面に静電電極用ペーストを印刷して
静電電極とする工程と、
（ｄ）前記静電電極を挟み込むようにして前記第１及び第２のセラミック仮焼体を重ね合
わせた状態でホットプレス焼成することによりセラミック焼結体を作製する工程と、
　を含むものである。
【０００９】
　本発明の第２の静電チャックの製法は、
（ａ）成形型にセラミック粉体、溶媒、分散剤及びゲル化剤を含むセラミックスラリーを
投入し、前記成形型内で前記ゲル化剤を化学反応させて前記セラミックスラリーをゲル化
させたあと離型することにより、第１及び第２のセラミック成形体を得る工程と、
（ｂ）前記第１のセラミック成形体が静電チャックの誘電層になるものとした上で、前記
第１及び第２のセラミック成形体のいずれか一方の表面に静電電極用ペーストを印刷して
静電電極とする工程と、
（ｃ）前記第１及び第２のセラミック成形体を乾燥したあと脱脂し、更に仮焼することに
より、第１及び第２のセラミック仮焼体を得る工程と、
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（ｄ）前記静電電極を挟み込むようにして前記第１及び第２のセラミック仮焼体を重ね合
わせた状態でホットプレス焼成することによりセラミック焼結体を作製する工程と、
　を含むものである。
【００１０】
　従来の静電チャックの製法では、静電チャックの静電電極に反りが発生しやすく、誘電
層の厚みのバラツキが大きかった。その理由としては、セラミック成形体とセラミック焼
結体とを積層してホットプレス焼成するためセラミック成形体では焼成が１回、セラミッ
ク焼結体では焼成が２回となることや、セラミック粉体をバインダーを用いて造粒した粒
径の大きな造粒粉をプレス成形したセラミック成形体を用いているため、密度が一様にな
りにくいことなどがある。これに対して、本発明の第１又は第２の静電チャックの製法に
よれば、セラミック仮焼体同士を積層してホットプレス焼成しているため焼成回数はどち
らも同じであることや、セラミック造粒粉に比べて粒径が小さいセラミック粉体を分散・
混合したスラリーをゲル化したセラミック成形体を用いているため密度が一様になりやす
いことなどから、静電電極に反りが発生しにくく、静電電極の反りに起因する誘電層の厚
みのバラツキを小さく抑えることができる。
【００１１】
　ところで、第１及び第２のセラミック成形体につき、セラミック粉末をそのままプレス
成形して作製することも考えられるが、その場合には、セラミック粉末同士の密着力が不
足するためハンドリングできない。また、第１及び第２のセラミック成形体につき、セラ
ミック粉末をバインダーを用いて造粒した造粒粉をプレス成形することも考えられるが、
その場合には、粒径が当初のセラミック粉末に比べて大きくなる（例えば造粒前の粒径が
０．４～０．６μｍであるのに対し、造粒後の粒径は７０～１３０μｍ）ため、表面に比
較的大きな凹凸が現れ、仮焼後の電極ペーストを均一の厚さに印刷することができず、静
電電極の厚さの不均一に起因する誘電層の厚みのバラツキが大きくなる。これに対して、
本発明の第１の静電チャックの製法では、第１及び第２セラミック成形体につき、セラミ
ック粉末を細かい粒径のまま用いてゲル化して作製するため、仮焼後も表面は滑らかであ
り、電極ペーストを均一の厚さに印刷することができる。このため、静電電極の厚さの不
均一に起因する誘電層の厚みのバラツキも小さく抑えることができる。また、本発明の第
２の静電チャックの製法では、第１及び第２セラミック成形体につき、セラミック粉末を
細かい粒径のまま用いてゲル化して作製するため、その成形体表面は滑らかであり、電極
ペーストを均一の厚さに印刷することができる。このため、静電電極の厚さの不均一に起
因する誘電層の厚みのバラツキも小さく抑えることができる。
【００１２】
　以上のように、本発明の第１及び第２の静電チャックの製法によれば、誘電層の厚みの
バラツキを小さく抑えることができる。この誘電層の厚みのバラツキの要因としては、静
電電極の反りと静電電極の厚みの不均一さとがあるが、本発明の第１及び第２の静電チャ
ックの製法では、いずれの要因も抑制することができるため、誘電層の厚みのバラツキを
小さく抑えることができる。
【００１３】
　なお、本発明の第１及び第２の静電チャックの製法において、工程（ａ）はいわゆるゲ
ルキャスト法（例えば特開２００１－３３５３７１号公報）を応用したものであるが、こ
の方法は本来、複雑な形状の成形体を作製するためのものであるから、ゲルキャスト法に
よって得られた成形体に圧力を加えることは通常考えにくい。これに対して、本発明の第
１及び第２の静電チャックの製法は、こうしたゲルキャスト法を応用してセラミック成形
体を作製しているものの、そのセラミック成形体を仮焼後、加圧しながら焼成することに
より、静電電極の反りを小さくでき、誘電層の厚みのバラツキを小さく抑えることに成功
したものであるから、単にゲルキャスト法を応用したものとは一線を画した技術といえる
。
【００１４】
　本発明の第１の静電チャックの製法において、前記工程（ａ）では、前記第１及び第２
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のセラミック成形体と同様にして第３のセラミック成形体も作製し、前記工程（ｂ）では
、前記第１及び第２のセラミック仮焼体と同様にして第３のセラミック仮焼体も作製し、
前記工程（ｃ）では、前記第２及び第３のセラミック仮焼体のいずれか一方の表面にヒー
ター電極用ペーストを印刷してヒーター電極とし、前記工程（ｄ）では、前記静電電極を
挟み込むようにして前記第１及び第２のセラミック仮焼体を重ね合わせると共に前記ヒー
ター電極を挟み込むようにして前記第２及び第３のセラミック仮焼体を重ね合わせた状態
でホットプレス焼成することによりセラミック焼結体を作製するようにしてもよい。こう
すれば、静電電極及びヒーター電極を内蔵した静電チャックにおいて、誘電層の厚みのバ
ラツキを小さく抑えることができる。
【００１５】
　本発明の第２の静電チャックの製法において、前記工程（ａ）では、前記第１及び第２
のセラミック成形体と同様にして第３のセラミック成形体も作製し、前記工程（ｂ）では
、前記第２及び第３のセラミック成形体のいずれか一方の表面にヒーター電極用ペースト
を印刷してヒーター電極とし、前記工程（ｃ）では、前記第１及び第２のセラミック成形
体と同様にして前記第３のセラミック成形体も乾燥、脱脂、仮焼して第３のセラミック仮
焼体を作製し、前記工程（ｄ）では、前記静電電極を挟み込むようにして前記第１及び第
２のセラミック仮焼体を重ね合わせると共に前記ヒーター電極を挟み込むようにして前記
第２及び第３のセラミック仮焼体を重ね合わせた状態でホットプレス焼成することにより
セラミック焼結体を作製するようにしてもよい。こうしても、静電電極及びヒーター電極
を内蔵した静電チャックにおいて、誘電層の厚みのバラツキを小さく抑えることができる
。
【００１６】
　本発明の第１及び第２の静電チャックの製法において、前記工程（ａ）では、前記セラ
ミック粉体として、アルミナに焼結助剤としてＭｇＦ2を加えたものを用い、前記工程（
ｄ）では、ホットプレス焼成温度を１１２０～１３００℃の範囲に設定してもよい。焼結
助剤を加えない場合、アルミナを焼結させるためにはホットプレス焼成温度を１６００～
２０００℃程度の高温にすることが必要だが、ここでは、焼結助剤を加えているため、ホ
ットプレス焼成温度が１１２０～１３００℃という低温でもアルミナが焼結する。その結
果、ホットプレス焼成後のアルミナは、平均粒径が小さくなり（例えば０．７～１．２μ
ｍ）、粒径分布が小径側に偏ったもの（例えば平均粒径における累積頻度が６０％以上）
になる。それにより、パーティクルの発生が格段に抑制され、絶縁破壊耐圧が高く且つそ
のバラツキも少なくなる。また、寸法精度も高くなる。なお、ＭｇＦ2のほかに添加剤と
してＭｇＯを加えてもよい。
【００１７】
　本発明の第１又は第２の静電チャックの製法において、前記工程（ａ）で使用するセラ
ミック粉体は、平均粒径が０．４～０．６μｍであることが好ましい。こうすれば、セラ
ミック成形体やセラミック仮焼体は表面が非常に滑らかなものになるため、その表面に電
極ペーストを印刷する際に電極ペーストの厚さを一層精度よく一様にすることができる。
その結果、静電電極の厚さの不均一に起因する誘電層の厚みのバラツキをより小さく抑え
ることができる。
【００１８】
　本発明の静電チャックは、誘電層の厚みの最大値と最小値との差が６０μｍ以下のもの
である。この静電チャックによれば、ウェハー載置面と静電電極との距離（つまり誘電層
の厚み）のバラツキが小さくなるため、ウェハーをチャックする際の吸着力が面内でほぼ
均一になる。こうした静電チャックは、上述した第１又は第２の静電チャックの製法によ
って得ることができる。また、こうした静電チャックは、誘電層の厚みが２５０～５００
μｍとしてもよい。更に、こうした静電チャックでは、誘電層を構成するセラミック粒子
は、平均粒径が０．７～１．２μｍであり、全粒子の個数に対する平均粒径以下の粒子の
個数の割合が６０％以上であってもよい。こうすれば、パーティクルの発生が格段に抑制
され、絶縁破壊耐圧が高く且つそのバラツキも少なくなる。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】２層構造の静電チャックを作製する際の電極用ペーストの印刷の仕方を示す説明
図である。
【図２】３層構造の静電チャックを作製する際の電極用ペーストの印刷の仕方を示す説明
図である。
【図３】静電電極の反りが誘電層の厚みのバラツキに影響を及ぼすことを示す説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の第１及び第２の静電チャックの製法の具体的な形態について、以下に詳説する
。
【００２１】
１．セラミック成形体の作製
　セラミック成形体の作製は、本発明の第１及び第２の静電チャックの製法における工程
（ａ）に相当する。
【００２２】
　セラミック粉体の材料としては、酸化物系セラミックでもよいし、非酸化物系セラミッ
クでもよい。例えば、アルミナ、イットリア、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、炭化ケイ
素、サマリア、マグネシア、フッ化マグネシウム、酸化イッテルビウム等が挙げられる。
これらの材料は、１種類単独で使用してもよいし、２種以上を組み合わせて使用してもよ
い。セラミック粉体の平均粒径は、均一なセラミックスラリーを調整・作製可能であれば
、特に限定されないが、０．４～０．６μｍが好ましく、０．４５～０．５５μｍがより
好ましい。セラミック粉体として、アルミナに焼結助剤としてＭｇＦ2を加えたものを用
いてもよい。
【００２３】
　溶媒としては、分散剤及びゲル化剤を溶解するものであれば、特に限定されないが、例
えば、炭化水素系溶媒（トルエン、キシレン、ソルベントナフサ等）、エーテル系溶媒（
エチレングリコールモノエチルエーテル、ブチルカルビトール、ブチルカルビトールアセ
テート等）、アルコール系溶媒（イソプロパノール、１－ブタノール、エタノール、２－
エチルヘキサノール、テルピネオール、エチレングリコール、グリセリン等）、ケトン系
溶媒（アセトン、メチルエチルケトン等）、エステル系溶媒（酢酸ブチル、グルタル酸ジ
メチル、トリアセチン等）、多塩基酸系溶媒（グルタル酸等）が挙げられる。特に、多塩
基酸エステル（例えば、グルタル酸ジメチル等）、多価アルコールの酸エステル（例えば
、トリアセチン等）等の、２以上のエステル結合を有する溶媒を使用することが好ましい
。
【００２４】
　分散剤としては、セラミック粉体を溶媒中に均一に分散するものであれば、特に限定さ
れない。例えば、ポリカルボン酸系共重合体、ポリカルボン酸塩、ソルビタン脂肪酸エス
テル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、リン酸エステル塩系共重合体、スルホン酸塩系共
重合体、３級アミンを有するポリウレタンポリエステル系共重合体等が挙げられる。特に
、ポリカルボン酸系共重合体、ポリカルボン酸塩等を使用することが好ましい。この分散
剤を添加することで、成形前のスラリーを、低粘度とし、且つ高い流動性を有するものと
することができる。
【００２５】
　ゲル化剤としては、例えば、イソシアネート類、ポリオール類及び触媒を含むものとし
てもよい。このうち、イソシアネート類としては、イソシアネート基を官能基として有す
る物質であれば特に限定されないが、例えば、トリレンジイソシアネート（ＴＤＩ）、ジ
フェニルメタンジイソシアネート（ＭＤＩ）又はこれらの変性体等が挙げられる。なお、
分子内おいて、イソシアネート基以外の反応性官能基が含有されていてもよく、更には、
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ポリイソシアネートのように、反応官能基が多数含有されていてもよい。ポリオール類と
しては、イソシアネート基と反応し得る水酸基を２以上有する物質であれば特に限定され
ないが、例えば、エチレングリコール（ＥＧ）、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、プ
ロピレングリコール（ＰＧ）、ポリプロピレングリコール（ＰＰＧ）、ポリテトラメチレ
ングリコール（ＰＴＭＧ）、ポリヘキサメチレングリコール（ＰＨＭＧ）、ポリビニルア
ルコール（ＰＶＡ）等が挙げられる。触媒としては、イソシアネート類とポリオール類と
のウレタン反応を促進させる物質であれば特に限定されないが、例えば、トリエチレンジ
アミン、ヘキサンジアミン、６－ジメチルアミノ－1－ヘキサノール等が挙げられる。
【００２６】
　工程（ａ）では、まず、セラミック粉体に溶媒及び分散剤を所定の割合で添加し、所定
時間に亘ってこれらを混合することによりスラリー前駆体を調製し、その後、このスラリ
ー前駆体に、ゲル化剤を添加して混合・真空脱泡してセラミックスラリーとするのが好ま
しい。スラリー前駆体やスラリーを調製するときの混合方法は、特に限定されるものでは
なく、例えばボールミル、自公転式撹拌、振動式撹拌、プロペラ式撹拌等を使用可能であ
る。なお、スラリー前駆体にゲル化剤を添加したセラミックスラリーは、時間経過に伴い
ゲル化剤の化学反応（ウレタン反応）が進行し始めるため、速やかに成形型内に流し込む
のが好ましい。成形型に流し込まれたセラミックスラリーは、スラリーに含まれるゲル化
剤が化学反応することによりゲル化する。ゲル化剤の化学反応とは、イソシアネート類と
ポリオール類とがウレタン反応を起こしてウレタン樹脂（ポリウレタン）になる反応であ
る。ゲル化剤の反応によりセラミックスラリーがゲル化し、ウレタン樹脂は有機バインダ
ーとして機能する。
【００２７】
２．セラミック仮焼体の作製
　セラミック仮焼体の作製は、本発明の第１の静電チャックの製法における工程（ｂ）に
相当し、本発明の第２の静電チャックの製法における工程（ｃ）に相当する。セラミック
仮焼体を作製するには、セラミック成形体を乾燥したあと脱脂してから仮焼する。
【００２８】
　セラミック成形体の乾燥は、セラミック成形体に含まれる溶媒を蒸発させるために行う
。乾燥温度や乾燥時間は、使用する溶媒に応じて適宜設定すればよい。但し、乾燥温度は
、乾燥中のセラミック成形体にクラックが入らないように注意して設定する。また、雰囲
気は大気雰囲気、不活性雰囲気、真空雰囲気のいずれであってもよい。
【００２９】
　乾燥後のセラミック成形体の脱脂は、分散剤や触媒やバインダーなどの有機物を分解・
除去するために行う。脱脂温度は、含まれる有機物の種類に応じて適宜設定すればよいが
、例えば４００～６００℃に設定してもよい。また、雰囲気は大気雰囲気、不活性雰囲気
、真空雰囲気のいずれであってもよい。
【００３０】
　脱脂後のセラミック成形体の仮焼は、強度を高くしハンドリングしやすくするために行
う。仮焼温度は、特に限定するものではないが、例えば７５０～９００℃に設定してもよ
い。また、雰囲気は大気雰囲気、不活性雰囲気、真空雰囲気のいずれであってもよい。
【００３１】
３．電極の形成
　電極の形成は、本発明の第１の静電チャックの製法における工程（ｃ）に相当し、本発
明の第２の静電チャックの製法における工程（ｂ）に相当する。
【００３２】
　静電電極用ペーストやヒーター電極用ペーストは、特に限定するものではないが、例え
ば、導電材料とセラミック粉末とバインダーと溶媒とを含むものとしてもよい。導電材料
としては、例えば、タングステン、タングステンカーバイト、白金、銀、パラジウム、ニ
ッケル、モリブデン等が挙げられる。セラミック粉末としては、例えば、セラミック仮焼
体と同種のセラミック材料からなる粉末が挙げられる。バインダーとしては、例えば、エ
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チルセルロースやポリメタクリル酸メチルやポリビニルブチラールなどが挙げられる。溶
媒としては、例えば、テルピネオールなどが挙げられる。印刷方法は、例えば、スクリー
ン印刷法などが挙げられる。なお、静電電極用ペーストとヒーター電極用ペーストは、同
じ組成のものを使用してもよいが、異なる組成のものを使用してもよい。
【００３３】
４．ホットプレス焼成
　ホットプレス焼成は、本発明の第１及び第２の静電チャックの製法における工程（ｄ）
に相当する。
【００３４】
　ホットプレス焼成では、少なくとも最高温度（焼成温度）において、プレス圧力を３０
～３００ｋｇｆ／ｃｍ2とすることが好ましく、５０～２５０ｋｇｆ／ｃｍ2とすることが
より好ましい。また、最高温度は、セラミック粉末の種類、粒径などにより適宜設定すれ
ばよいが、１０００～２０００℃の範囲に設定することが好ましい。雰囲気は、大気雰囲
気、不活性雰囲気、真空雰囲気の中から、セラミック粉末の種類に応じて適宜選択すれば
よい。
【００３５】
５．本発明の第１の静電チャックの製法
（１）静電電極内蔵の静電チャック
　工程（ａ）で第１及び第２のセラミック成形体を作製し、それらを工程（ｂ）で第１及
び第２のセラミック仮焼体とし、工程（ｃ）で第１及び第２のセラミック仮焼体のいずれ
か一方の表面に静電電極を形成する。この場合、電極用ペーストの印刷の仕方は図１（ａ
），（ｂ）の２通りある。図１（ａ）は第１及び第２のセラミック仮焼体１１，１２のう
ち第１のセラミック仮焼体１１に静電電極用ペースト１４を印刷した例、図１（ｂ）は第
２のセラミック仮焼体１２に静電電極用ペースト１４を印刷した例である。そして、工程
（ｄ）で、静電電極を挟み込むようにして第１及び第２のセラミック仮焼体を重ね合わせ
、その状態でホットプレス焼成する。ホットプレス焼成後、誘電層の厚みが設計値となる
ように表面を研削加工する。その後、例えば側面加工、穴あけ加工を施し、端子の取り付
けを行い、静電チャックを得る。以上の製法によれば、誘電層の厚みのバラツキを小さく
抑えることができる。その結果、ウェハーをチャックする際の吸着力の面内バラツキが生
じにくくなる。なお、この静電チャックは誘電層と下層の２層構造であり、通常、下層は
誘電層よりも厚く形成される。
【００３６】
（２）静電電極及びヒーター電極内蔵の静電チャック
　工程（ａ）で第１～第３のセラミック成形体を作製し、それらを工程（ｂ）で第１～第
３のセラミック仮焼体とし、工程（ｃ）で第１及び第２のセラミック仮焼体のいずれか一
方の表面に静電電極、第２及び第３のセラミック仮焼体のいずれか一方の表面にヒーター
電極を形成する。この場合、電極用ペーストの印刷の仕方は、図２（ａ）～（ｄ）の４通
りある。図２（ａ）は、第１～第３のセラミック仮焼体２１～２３のうち第１のセラミッ
ク仮焼体２１の下面に静電電極用ペースト２４を印刷し、第３のセラミック仮焼体２３の
上面にヒーター電極用ペースト２５を印刷した例を示す。図２（ｂ）は第２のセラミック
仮焼体２２の上下両面に静電電極用ペースト２４とヒーター電極用ペースト２５をそれぞ
れ印刷した例を示す。図２（ｃ）は第２のセラミック仮焼体２２の上面に静電電極用ペー
スト２４を印刷し、第３のセラミック仮焼体２３の上面にヒーター電極用ペースト２５を
印刷した例を示す。図２（ｄ）は第１のセラミック仮焼体２１の下面に静電電極用ペース
ト２４を印刷し、第２のセラミック仮焼体２２の下面にヒーター電極用ペースト２５を印
刷した例である。そして、工程（ｄ）で、静電電極を挟み込むようにして第１及び第２の
セラミック仮焼体を重ね合わせ、ヒーター電極を挟み込むようにして第２及び第３のセラ
ミック仮焼体を重ね合わせ、その状態でホットプレス焼成する。ホットプレス焼成後、誘
電層の厚みが設計値となるように表面を研削加工する。その後、例えば側面加工、穴あけ
加工を施し、端子の取り付けを行い、静電チャックを得る。以上の製法によれば、誘電層
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の厚みのバラツキを小さく抑えることができる。その結果、ウェハーをチャックする際の
吸着力の面内バラツキが生じにくくなる。なお、この静電チャックは誘電層と中間層と下
層の３層構造であり、通常、中間層が最も厚く、次に下層が厚く、誘電層は最も薄く形成
される。
【００３７】
６．本発明の第２の静電チャックの製法
（１）静電電極内蔵の静電チャック
　工程（ａ）で第１及び第２のセラミック成形体を作製し、工程（ｂ）で第１及び第２の
セラミック成形体のいずれか一方の表面に静電電極を形成し、それらを工程（ｃ）で第１
及び第２のセラミック仮焼体とする。この場合、電極用ペーストの印刷の仕方は図１（ａ
），（ｂ）と同様、２通りある。その後、工程（ｄ）で、静電電極を挟み込むようにして
第１及び第２のセラミック仮焼体を重ね合わせ、その状態でホットプレス焼成する。ホッ
トプレス焼成後、誘電層の厚みが設計値となるように表面を研削加工する。その後、例え
ば側面加工、穴あけ加工を施し、端子の取り付けを行い、静電チャックを得る。以上の製
法によれば、誘電層の厚みのバラツキを小さく抑えることができる。その結果、ウェハー
をチャックする際の吸着力の面内バラツキが生じにくくなる。
【００３８】
（２）静電電極及びヒーター電極内蔵の静電チャック
　工程（ａ）で第１～第３のセラミック成形体を作製し、工程（ｂ）で第１及び第２のセ
ラミック成形体のいずれか一方の面に静電電極、第２及び第３のセラミック成形体のいず
れか一方の面にヒーター電極を形成し、それらを工程（ｃ）で第１～第３のセラミック仮
焼体とする。この場合、電極用ペーストの印刷の仕方は図２（ａ）～（ｄ）と同様、４通
りある。その後、工程（ｄ）で、静電電極を挟み込むようにして第１及び第２のセラミッ
ク仮焼体を重ね合わせ、ヒーター電極を挟み込むようにして第２及び第３のセラミック仮
焼体を重ね合わせ、その状態でホットプレス焼成する。ホットプレス焼成後、誘電層の厚
みが設計値となるように表面を研削加工する。その後、例えば側面加工、穴あけ加工を施
し、端子の取り付けを行い、静電チャックを得る。以上の製法によれば、誘電層の厚みの
バラツキを小さく抑えることができる。その結果、ウェハーをチャックする際の吸着力の
面内バラツキが生じにくくなる。
【００３９】
　本発明の第２の静電チャックの製法では、セラミック成形体に電極を形成したあとその
セラミック成形体を仮焼するため、仮焼時に電極が酸化および炭化されるおそれがある。
これに対して、本発明の第１の静電チャックの製法では、セラミック成形体を仮焼したあ
とそのセラミック仮焼体に電極を形成するため、そのようなおそれがない。この点で、第
１の静電チャックの製法の方が、第２の静電チャックの製法に比べて目的の電極特性を得
ることができ、また、電極特性のばらつきの小さいものが得られる。
【００４０】
　なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に
属する限り種々の態様で実施し得ることはいうまでもない。
【実施例】
【００４１】
　以下、本発明を具現化した実施例について説明する。実施例１，２は、セラミック材料
としてアルミナを使用した例であり、実施例１は図２（ａ）、実施例２は図２（ｂ）のよ
うにして静電チャックを作製した。実施例３，４は、セラミックス材料として窒化アルミ
ニウムを使用した例であり、実施例３は図２（ａ）、実施例４は図２（ｂ）のようにして
静電チャックを製造した。また、比較例１，２は、セラミック材料としてアルミナを使用
した例であり、比較例１は図２（ａ）と類似の方法、比較例２は図２（ｂ）と類似の方法
により静電チャックを製造した。
【００４２】
［実施例１］
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１．セラミック成形体の作製
　アルミナ粉末（平均粒径０．５０μｍ，純度９９．７％）１００重量部、マグネシア０
．０４重量部、分散剤としてポリカルボン酸系共重合体３重量部、溶媒として多塩基酸エ
ステル２０重量部を秤量し、これらをボールミル（トロンメル）で１４時間混合し、スラ
リー前駆体とした。このスラリー前駆体に対して、ゲル化剤、すなわちイソシアネート類
として４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート ３．３重量部、ポリオール類とし
てエチレングリコール０．３重量部、触媒として６－ジメチルアミノ－１－ヘキサノール
０．１重量部を加え、自公転式撹拌機で１２分間混合し、セラミックスラリーを得た。得
られたセラミックスラリーを、直径３５０ｍｍ、高さ４．０ｍｍの円盤状の内部空間を有
する第１成形型と、直径３５０ｍｍ、高さ６．０ｍｍの円盤状の内部空間を有する第２成
形型と、直径３５０ｍｍ、高さ４．０ｍｍの円盤状の内部空間を有する第３成形型に、そ
れぞれ流し込んだ。その後、２２℃で２時間放置することにより、各成形型内でゲル化剤
を化学反応させてセラミックスラリーをゲル化させたあと離型した。これにより、第１～
第３成形型からそれぞれ第１～第３のセラミック成形体を得た。
【００４３】
２．セラミック仮焼体の作製
　第１～第３のセラミック成形体を１００℃で１０時間乾燥した後、最高温度５００℃で
１時間脱脂し、更に最高温度８２０℃、大気雰囲気で１時間仮焼することにより、第１～
第３のセラミック仮焼体を得た。
【００４４】
３．電極の形成
　ＷＣ粉末とアルミナ粉末をアルミナ含有量が２０重量％となるようにしバインダーとし
てポリビニルブチラールと溶媒としてテルピネオールを加えて混合することにより電極用
ペーストを作製した。この電極用ペーストは、静電電極用、ヒーター電極用の両方に用い
ることとした。第１のセラミック仮焼体が静電チャックの誘電層になるものとし、この第
１のセラミック仮焼体の片面に先ほどの電極用ペーストをスクリーン印刷し、静電電極を
形成した。一方、第３のセラミック仮焼体の片面にも電極用ペーストをスクリーン印刷し
、ヒーター電極を形成した。第２のセラミック仮焼体には印刷しなかった。
【００４５】
４．ホットプレス焼成
　静電電極を挟み込むようにして第１及び第２のセラミック仮焼体を重ね合わせると共に
、ヒーター電極を挟み込むようにして第２及び第３のセラミック仮焼体を重ね合わせた（
図２（ａ）参照）。そして、その状態でホットプレス焼成することにより焼結体を作製し
、その後、側面加工、穴あけ加工を施し、端子の取り付けを行い静電電極及びヒーター電
極を内蔵した静電チャックを得た。ホットプレス焼成は、窒素雰囲気下、プレス圧１００
ｋｇｆ／ｃｍ2、最高温度１６００℃で２時間保持することにより行った。その後、セラ
ミック焼結体表面をダイヤモンド砥石にて平面研削加工を行い、静電電極から表面までの
厚みを３５０μｍとし、ヒーター電極からもう一方の表面までの厚みを７５０μｍとした
。その後、側面加工、穴あけ加工を施し、端子の取り付けを行い静電電極及びヒーター電
極を内蔵した静電チャックを得た。得られた静電チャックは、炭素含有量が０．１重量％
以下、相対密度が９８％以上であり、誘電層の厚みのバラツキつまり誘電層の厚みの最大
値と最小値との差は６０μｍであった。なお、誘電層の厚みのバラツキは、静電電極の反
りが大きいほど大きくなり、また、静電電極の厚みのバラツキが大きいほど大きくなる。
図３は、静電電極の反りが誘電層の厚みのバラツキに影響を及ぼすことを示す説明図であ
る。この図から、誘電層のバラツキ（＝Ｌｍａｘ－Ｌｍｉｎ）は、静電電極の反りが大き
いほど大きくなることがわかる。また、図３には示していないが、静電電極の厚みが不均
一であれば、誘電層の厚みも不均一になるため、誘電層の厚みのバラツキに影響が及ぶ。
【００４６】
［実施例２］
　実施例１の３．において、第１及び第３のセラミック仮焼体にはスクリーン印刷せず、
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第２のセラミック仮焼体の片面に電極用ペーストをスクリーン印刷して静電電極を形成す
ると共に、もう一方の片面に電極用ペーストをスクリーン印刷してヒーター電極を形成し
た。そして、実施例１の４．において、図２（ｂ）のように、第１～第３のセラミック仮
焼体を重ね合わせた状態でホットプレス焼成することにより焼結体を作製し、その後、側
面加工、穴あけ加工を施し、端子の取り付けを行い静電電極及びヒーター電極を内蔵した
静電チャックを得た。ホットプレス焼成は実施例１と同じ条件で行った。得られた静電チ
ャックは、炭素含有量が０．１重量％以下、相対密度が９８％以上であり、誘電層の厚み
のバラツキは５５μｍであった。
【００４７】
［実施例３］
１．セラミック成形体の作製
　窒化アルミニウム（平均粒径０．５μｍ，純度９９．７％）１００重量部、酸化ユウロ
ピウム３重量部、アルミナ８．７重量部、酸化チタン０．４重量部、分散剤としてポリカ
ルボン酸系共重合体３重量部、溶媒として多塩基酸エステル２５重量部を秤量し、これら
をボールミル（トロンメル）で１４時間混合し、スラリー前駆体とした。このスラリー前
駆体に対して、ゲル化剤、すなわちイソシアネート類として４，４’－ジフェニルメタン
ジイソシアネート７．７重量部、ポリオール類としてエチレングリコール１．４重量部、
触媒として６－ジメチルアミノ－１－ヘキサノール０．３重量部を加え、プロペラ式撹拌
機で１０分間混合し、セラミックスラリーを得た。得られたセラミックスラリーを、直径
３５０ｍｍ、高さ４．０ｍｍの円盤状の内部空間を有する第１成形型と、直径３５０ｍｍ
、高さ６．０ｍｍの円盤状の内部空間を有する第２成形型と、直径３５０ｍｍ、高さ４．
０ｍｍの円盤状の内部空間を有する第３成形型に、それぞれ流し込んだ。その後、２２℃
で２時間放置することにより、各成形型内でゲル化剤を化学反応させてセラミックスラリ
ーをゲル化させたあと離型した。これにより、第１～第３成形型からそれぞれ第１～第３
のセラミック成形体を得た。
【００４８】
２．セラミック仮焼体の作製
　第１～第３のセラミック成形体を１００℃で１０時間乾燥した後、真空中で最高温度５
００℃で３時間脱脂し、更に最高温度８２０℃、窒素雰囲気で１時間仮焼することにより
、第１～第３のセラミック仮焼体を得た。
【００４９】
３．電極の形成
　実施例１の３．と同様にして、第１のセラミック仮焼体の表面に静電電極、第３のセラ
ミック仮焼体の表面にヒーター電極を形成した。
【００５０】
４．ホットプレス焼成
　実施例１の４．と同様にして、図２（ａ）のように第１～第３のセラミック仮焼体を重
ね合わせた状態でホットプレス焼成することによりセラミック焼結体を得た。但し、ホッ
トプレス焼成は、窒素雰囲気下、プレス圧２００ｋｇｆ／ｃｍ2、最高温度１９２０℃で
２時間保持することにより行った。その後、セラミック焼結体表面をダイヤモンド砥石に
て平面研削加工を行い、静電電極から表面までの厚みを３５０μｍとし、ヒーター電極か
らもう一方の表面までの厚みを７５０μｍとした。その後、側面加工、穴あけ加工を施し
、端子の取り付けを行い静電電極及びヒーター電極を内蔵した静電チャックを得た。得ら
れた静電チャックは、炭素含有量が０．１重量％以下、相対密度が９８％以上であり、誘
電層の厚みのバラツキは６０μｍであった。
【００５１】
［実施例４］
　実施例３の３．において、第１及び第３のセラミック仮焼体にはスクリーン印刷せず、
第２のセラミック仮焼体の片面に電極用ペーストをスクリーン印刷して静電電極を形成す
ると共に、もう一方の片面に電極用ペーストをスクリーン印刷してヒーター電極を形成し
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た。そして、実施例３の４．において、図２（ｂ）のように、第１～第３のセラミック仮
焼体を重ね合わせた状態でホットプレス焼成することによりセラミック焼結体を作製し、
その後表面加工、側面加工、穴あけ加工を施し、端子の取り付けを行い静電電極及びヒー
ター電極を内蔵した静電チャックを得た。ホットプレス焼成は実施例３と同じ条件で行っ
た。得られた静電チャックは、炭素含有量が０．１重量％以下、相対密度が９８％以上で
あり、誘電層の厚みのバラツキは５２μｍであった。
【００５２】
［比較例１］
　アルミナ焼結体の下面に静電電極用ペーストを印刷すると共に、別のアルミナ焼結体の
上面にヒーター電極用ペーストを印刷し、静電電極用ペーストの印刷面とヒーター電極用
ペーストの印刷面とでアルミナ造粒粉を挟み込んだ状態でこれらを加圧してプレス成形体
とした後、ホットプレス焼成を施すことにより、静電チャックを作製した。これは図２（
ａ）と類似の手法である。
【００５３】
　具体的には、特開２００９－３０２５７１号公報の段落００５７～００５９にしたがっ
て、静電電極用ペーストが印刷されたアルミナ焼結体を作製した。このアルミナ焼結体は
最終的に静電チャックの誘電層になる。また、これに準じて、ヒーター電極用ペーストが
印刷されたアルミナ焼結体を作製した。更に、同公報の段落００５５にしたがってアルミ
ナ造粒粉を作製した。そして、金型内に静電電極用ペーストが印刷されたアルミナ焼結体
を印刷面が上になるように入れ、その上にアルミナ造粒粉を投入し、その上にヒーター電
極用ペーストが印刷されたアルミナ焼結体を印刷面が下になるように入れた。その状態で
、圧力２００ｋｇｆ／ｃｍ2にて加圧して成形体を得た。続いて、この成形体をホットプ
レス焼成し、その後表面加工、側面加工、穴あけ加工を施し、端子の取り付けを行い、静
電電極及びヒーター電極を内蔵した静電チャックを得た。ホットプレス焼成の条件は実施
例１と同じとした。得られた静電チャックは、炭素含有量０．１重量％以下、相対密度９
８％以上であったが、誘電層の厚みのバラツキは１００μｍであった。
【００５４】
［比較例２］
　中間層となるアルミナ焼結体の上面に静電電極用ペースト、下面にヒーター電極用ペー
ストを印刷し、静電電極用ペーストの印刷面の上にアルミナ造粒粉を配置すると共にヒー
ター電極用ペーストの印刷面の下にもアルミナ造粒粉を配置し、その状態でこれらを加圧
して成形体とした後、ホットプレス焼成し、その後表面加工、側面加工、穴あけ加工を施
し、端子の取り付けを行い、静電電極及びヒーター電極を内蔵した静電チャックを作製し
た。これは図２（ｂ）と類似の手法である。
【００５５】
　具体的には、特開２００９－３０２５７１号公報の段落００５７にしたがって、アルミ
ナ焼結体を作製した。このアルミナ焼結体は最終的に静電チャックの中間層になる。また
、同公報の段落００５９に準じて、アルミナ焼結体の上面に静電電極用ペースト、下面に
ヒーター電極用ペーストを印刷した。更に、同公報の段落００５５にしたがってアルミナ
造粒粉を作製した。そして、金型内にアルミナ造粒粉を投入し、その上にアルミナ焼結体
を静電電極用ペーストの印刷面が下になるように入れ、ヒーター電極用ペーストの印刷面
の上にアルミナ造粒粉を投入した。その状態で、圧力２００ｋｇｆ／ｃｍ2にて加圧して
成形体を得た。続いて、この成形体をホットプレス焼成することにより、静電電極及びヒ
ーター電極を内蔵した静電チャックを得た。ホットプレス焼成の条件は実施例１と同じと
した。得られた静電チャックは、炭素含有量０．１重量％以下、相対密度９８％以上であ
ったが、誘電層の厚みのバラツキは１２０μｍであった。
【００５６】
　以上の実施例１～４及び比較例１，２の誘電層のバラツキを表１にまとめた。表１から
明らかなように、実施例１～４では誘電層のバラツキを比較例１，２に比べて大幅に小さ
くすることができた。なお、実施例１～４は、図２（ａ），（ｂ）の製法を適用した例で
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あるが、図２（ｃ），（ｄ）の製法についても同様の効果が得られる。また、実施例１～
４は、静電電極とヒーター電極とを内蔵する３層構造の静電チャックを例示したが、静電
電極を内蔵する２層構造の静電チャックについて、図１（ａ），（ｂ）の製法で作製すれ
ば、実施例１～４と同様の効果が得られる。
【００５７】
【表１】

【００５８】
［実施例５］
１．セラミック成形体の作製
　アルミナ粉末（平均粒径０．５μｍ，純度９９．９９％）１００重量部、マグネシア０
．２重量部、フッ化マグネシウム０．３重量部、分散剤としてポリカルボン酸系共重合体
３重量部、溶媒として多塩基酸エステル２０重量部を秤量し、これらをボールミル（トロ
ンメル）で１４時間混合し、スラリー前駆体とした。このスラリー前駆体に対して、ゲル
化剤、すなわちイソシアネート類として４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート 
３．３重量部、ポリオール類としてエチレングリコール０．３重量部、触媒として６－ジ
メチルアミノ－１－ヘキサノール０．１重量部を加え、自公転式撹拌機で１２分間混合し
、セラミックスラリーを得た。得られたスラリーを、実施例１の１．で用いた第１～第３
成形型にそれぞれ流し込んだ。その後、２２℃で２時間放置することにより、各成形型内
でゲル化剤を化学反応させてセラミックスラリーをゲル化させたあと離型した。これによ
り、第１～第３成形型からそれぞれ第１～第３のセラミック成形体を得た。
【００５９】
２．セラミック仮焼体の作製
　実施例１の２．と同様にして、第１～第３のセラミック仮焼体を得た。
【００６０】
３．電極の形成
　実施例１の３．と同様にして、第１のセラミック仮焼体の片面と第３のセラミック仮焼
体の片面に電極用ペーストをスクリーン印刷した。但し、電極用ペーストは、Ｍｏ粉末と
アルミナ粉末をアルミナ含有量が１０重量％となるようにし、バインダーとしてポリビニ
ルブチラールと溶媒としてテルピネオールを加えて混合することにより作製した。
【００６１】
４．ホットプレス焼成
　実施例１の４．と同様にして、図２（ａ）のように第１～第３のセラミック仮焼体を重
ね合わせた状態でホットプレス焼成することによりセラミック焼結体を得た。但し、ホッ
トプレス焼成は、真空雰囲気下、プレス圧２５０ｋｇｆ／ｃｍ2、最高温度１１７０℃で
２時間保持することにより行った。最高温度を実施例１（１６００℃）より低くすること
ができたのは、スラリー前駆体に焼結助剤としてフッ化マグネシウムを添加したことによ
る。その後、セラミック焼結体表面をダイヤモンド砥石にて平面研削加工を行い、静電電
極から表面までの厚みを３５０μｍとし、ヒーター電極からもう一方の表面までの厚みを
７５０μｍとした。その後、側面加工、穴あけ加工を施し、端子の取り付けを行い静電電
極及びヒーター電極を内蔵した静電チャックを得た。得られた静電チャックは、炭素含有
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量が０．１重量％以下、相対密度が９８％以上であり、誘電層の厚みのバラツキは２０μ
ｍであった。
【００６２】
［比較例３］
　アルミナ焼結体の下面に静電電極用ペーストを印刷すると共に、別のアルミナ焼結体の
上面にヒーター電極用ペーストを印刷し、静電電極用ペーストの印刷面とヒーター電極用
ペーストの印刷面とでアルミナ造粒粉を挟み込んだ状態でこれらを加圧して成形体とした
後、ホットプレス焼成を施すことにより、静電チャックを作製した。これは図２（ａ）と
類似の手法である。また、比較例１と比べて、アルミナ焼結体の作製方法、アルミナ造粒
粉の作製方法、電極用ペーストの調製方法、最終的なホットプレス焼成工程が異なる。以
下、これらについて説明する。
【００６３】
　アルミナ焼結体は、次のようにして作製した。純度９９．９９％のアルミナ粉末に、焼
結助剤であるＭｇＦ2と添加剤であるＭｇＯを、それぞれ含有量が０．２重量％及び０．
３重量％となるように添加して原料粉とした。この原料粉にバインダであるポリビニルア
ルコール（ＰＶＡ）、水及び分散剤を添加し、トロンメルで１６時間混合してスラリーと
した。このスラリーをスプレードライヤを用いて噴霧乾燥し、その後、５００℃で５時間
保持してバインダを除去し、平均粒径が約８０μｍの造粒顆粒を作製した。このアルミナ
顆粒を金型に充填し、２００ｋｇ／ｃｍ2の圧力でプレス成形を行い、成形体を得た。続
いて、この成形体をカーボン製のサヤにセットし、ホットプレス焼成法を用いて焼成した
。焼成は、プレス圧１００ｋｇ／ｃｍ2で、かつ窒素加圧雰囲気（１５０ｋＰａ）で行い
、３００℃／ｈで昇温し、１２００℃で２時間保持し、アルミナ焼結体を得た。このアル
ミナ焼結体を研削加工し、直径３００ｍｍ、厚さ６ｍｍの円盤を作製し、誘電体層に相当
する第１のアルミナ焼結体とした。同様にして、ヒータ電極の下側の層に相当する第２の
アルミナ焼結体を作製した。
【００６４】
　アルミナ造粒粉は、上述したアルミナ焼結体を作製する際の造粒顆粒と同様にして作製
した。
【００６５】
　電極用ペーストは、モリブデン粉末とアルミナ粉末をアルミナ含有量が２０重量％とな
るようにし、バインダーとしてポリビニルブチラールと溶媒としてテルピネオールを加え
て混合することにより調製した。そして、第１のアルミナ焼結体の片面と第２のアルミナ
焼結体の片面にそれぞれ電極用ペーストをスクリーン印刷した。
【００６６】
　最終的なホットプレス焼成工程は、印刷面が上を向いた第２のアルミナ焼結体と印刷面
が下を向いた第１のアルミナ焼結体とでアルミナ造粒粉を挟み込んだ成形体（作製方法は
比較例１と同じ）を、真空雰囲気下、プレス圧２５０ｋｇｆ／ｃｍ2、最高温度１１７０
℃で２時間保持することにより行った。得られた静電チャックは、炭素含有量０．１重量
％以下、相対密度９８％以上、誘電層の厚みのバラツキが３０μｍであった。
【００６７】
［特性の比較］
　実施例５と比較例１，３との特性を比較した。その結果を表２に示す。各特性の測定方
法は以下のとおり。
・粒径分布の測定
　ＳＥＭにて観察した粒子４０個以上について長軸と短軸の平均を粒径とし、粒径分布、
平均粒径（Ａｖｅ．）、標準偏差（σ）を求めた。
・全粒子の個数に対する平均粒径以下の粒子の個数の割合の算出
　粒径分布の測定結果に基づいて、横軸を粒径、縦軸を累積頻度のグラフを作成し、その
グラフから、測定範囲における、全粒子の個数に対する平均粒径以下の粒子の個数の割合
を求めた。
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・絶縁破壊強度の測定
　ＪＩＳ　Ｃ２１１０の油中で行う場合に従い測定を行った。
・パーティクルの測定
　静電チャックにウェハを載せ、ウェハにレーザーを照射し、散乱孔の方向をデータ処理
し、発生したパーティクルの数を検出した。
・粒界組成解析
　粒界部分を電子プローブマイクロアナライザー（ＥＰＭＡ）とＸ線回折（ＸＲＤ）によ
り測定した。
【００６８】
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【表２】

【００６９】
　表２に示すように、実施例５や比較例３では、焼結助剤としてＭｇＦ2を使用して低温
で焼成しているため、このような焼結助剤を用いず高温で焼成した比較例１に比べて、平
均粒径が小さくなった。その結果、パーティクル数が小さくなり、絶縁破壊耐圧が高く且
つそのバラツキも少なくなった。また、実施例５では、本発明のゲルキャスト法を採用し
ているため、ゲルキャスト法を採用していない比較例３に比べて、誘電層の厚みのバラツ
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キが小さくなり、パーティクル数が一層小さくなり、絶縁破壊耐圧が一層高くなった。そ
の原因は、平均粒径がより小さくなったことや粒径分布が小径側に偏っていたこと（全粒
子の個数に対する平均粒径以下の粒子の個数の割合が６０％以上だったこと）にあると考
えられる。
【符号の説明】
【００７０】
１１　第１のセラミック仮焼体、１２　第２のセラミック仮焼体、１４　静電電極用ペー
スト、２１　第１のセラミック仮焼体、２２　第２のセラミック仮焼体、２３　第３のセ
ラミック仮焼体、２４　静電電極用ペースト、２５　ヒーター電極用ペースト。

【図１】 【図２】
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【図３】
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