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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１．前駆体物質及び処理ガスを含む反応粒子混合気体を粒子生成プラズマ反応器により
生成し、
２．調整ガスを用いて、上記反応粒子混合気体を急冷して、前駆体物質を含む複数の粒
子と、上記調整ガスを含む出力ガスとを含む冷却粒子混合気体を生成し、
３．上記冷却粒子混合気体から上記前駆体物質を含む複数の粒子を除去して、第１のガ
ス及び第２のガスを含むフィルタ処理出力を生成し、
４．フィルタ処理出力の一部を排気しながら上記フィルタ処理出力の量を調整して調整
フィルタ処理出力を生成し、
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５．上記調整フィルタ処理出力の該第２のガスに対する該第１のガスの比である含有率
を調整するために、上記第１のガス又は上記第２のガスを上記調整フィルタ処理出力に加
えることにより含有率調整フィルタ処理出力を生成し、
６．上記含有率調整フィルタ処理出力を、上記反応粒子混合気体を冷却する際に、上記
調整ガスとして用いる粒子生産システム。
【請求項２】
上記粒子生成プラズマ反応器は、
上記前駆体物質及び上記処理ガスが供給され、上記処理ガスを励起して、プラズマを形
成し、該プラズマを上記前駆体物質に作用させて、上記反応粒子混合気体を生成するもの
であり、かつ、
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上記粒子生成プラズマ反応器に流体的に接続され、該粒子生成プラズマ反応器から、上
記反応粒子混合気体が供給され、上記含有率調整フィルタ処理出力が上記調整ガスとして
供給され、該供給された調整ガスを該反応粒子混合気体に混合して、上記冷却粒子混合気
体を生成する急冷チャンバを備えることを特徴とする請求項１記載の粒子生産システム。
【請求項３】
更に、上記含有率の調整の前に、上記フィルタ処理出力の温度を調整することを特徴と
する請求項１記載の粒子生産システム。
【請求項４】
更に、上記調整フィルタ処理出力における上記第１のガスと上記第２のガスの間の比を
検出し、
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上記検出された比に基づいて、上記第１のガス又は上記第２のガスを上記調整フィルタ
処理出力に加えることによって、上記調整フィルタ処理出力の含有率を調整することを特
徴とする請求項１記載の粒子生産システム。
【請求項５】
前駆体物質及び処理ガスを含む反応粒子混合気体を生成する粒子生成プラズマ反応器と
、
調整ガスインレットと、上記粒子生成プラズマ反応器に流体的に接続されている反応混
合物インレットと、冷却混合物アウトレットとを有し、上記調整ガスインレットにおいて
調整ガスが供給され、上記反応混合物インレットにおいて、上記粒子生成プラズマ反応器
から上記反応粒子混合気体が供給され、該調整ガスを該反応粒子混合気体に混合して、上
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記前駆体物質を含む複数の粒子と、上記調整ガスを含む出力ガスとを含む冷却粒子混合気
体を生成する急冷チャンバと、
上記冷却混合物アウトレットに流体的に接続され、上記急冷チャンバから上記出力ガス
が供給され、該出力ガスをフィルタリングして、第１のガス及び第２のガスを含むフィル
タ処理出力を生成するフィルタエレメントと、
上記フィルタエレメントに流体的に接続され、上記フィルタ処理出力の温度を調整して
、温度制御フィルタ処理出力を生成する温度調整モジュールと、
上記温度調整モジュールに流体的に接続され、上記第１のガス及び上記第２のガスを含
む上記温度制御フィルタ処理出力の該第２のガスに対する該第１のガスの比である含有率
を調整するために、上記第１のガス又は上記第２のガスを上記温度制御フィルタ処理出力
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に加えることにより含有率調整温度制御フィルタ処理出力を生成する含有率制御モジュー
ルと、
上記含有率制御モジュールを上記急冷チャンバの調整ガスインレットに流体的に接続し
、上記含有率調整温度制御フィルタ処理出力を、上記反応粒子混合気体を冷却する際に使
用するための上記調整ガスとして、該急冷チャンバの調整ガスインレットに供給する導管
装置とを備える粒子生産システム。
【請求項６】
上記粒子生成プラズマ反応器は、上記前駆体物質及び上記処理ガスが供給され、該処理
ガスを励起して、プラズマを形成し、該プラズマを上記前駆体物質に作用させて、上記反
応粒子混合気体を生成することを特徴とする請求項５記載の粒子生産システム。
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【請求項７】
上記急冷チャンバの冷却混合物アウトレットに吸引圧を発生して、該急冷チャンバから
上記出力ガスを引き込む吸気発生器を更に備える請求項５記載の粒子生産システム。
【請求項８】
上記フィルタエレメントは、上記出力ガスから上記前駆体物質を含む複数の粒子を除去
し、上記フィルタ処理出力を生成することを特徴とする請求項５記載の粒子生産システム
。
【請求項９】
上記フィルタエレメントは、高性能微粒子フィルタであることを特徴とする請求項８記
載の粒子生産システム。
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【請求項１０】
上記フィルタエレメントと上記温度調整モジュール間に流体的に接続され、上記フィル
タ処理出力の圧力が所定の閾値を超えている場合、該フィルタ処理出力の圧力を低減する
圧力逃しモジュールを更に備える請求項５記載の粒子生産システム。
【請求項１１】
上記温度調整モジュールは、熱交換器を備えることを特徴とする請求項５記載の粒子生
産システム。
【請求項１２】
上記含有率制御モジュールは、
上記温度制御フィルタ処理出力の含有率を検出して、該検出された含有率を表す信号を
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生成する含有率センサと、
上記含有率センサに通信可能に接続され、該含有率センサから上記信号を受信して、該
信号に基づいて、上記急冷チャンバの調整ガスインレットに供給する上記含有率調整温度
制御フィルタ処理出力の含有率を調整するマイクロコントローラとを備えることを特徴と
する請求項５記載の粒子生産システム。
【請求項１３】
上記含有率制御モジュールは、上記温度調整モジュール及び上記含有率センサに流体的
に接続され、上記温度調整モジュールから上記温度制御フィルタ処理出力が供給され、該
温度制御フィルタ処理出力の含有率を調整する前に、該温度制御フィルタ処理出力を一時
的に貯蔵するバッファタンクを備えることを特徴とする請求項１２記載の粒子生産システ
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ム。
【請求項１４】
上記含有率制御モジュールは、上記バッファタンクと周囲大気の間に流体的に接続され
、該バッファタンクから該周囲大気に上記温度制御フィルタ処理出力の一部を排気するこ
とにより上記温度制御フィルタ処理出力の量を調整する流体逃し弁を備えることを特徴と
する請求項１３記載の粒子生産システム。
【請求項１５】
上記含有率制御モジュールは、
上記第２のガスを貯蔵する第２の流体供給タンクと、
上記マイクロコントローラに通信可能に接続され、該マイクロコントローラからの信号
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に応じて、上記第２の流体供給タンクからの上記第２のガスの一部を上記温度制御フィル
タ処理出力に選択的に加えて、上記含有率調整温度制御フィルタ処理出力を生成する第２
の流体供給弁とを備えることを特徴とする請求項１２記載の粒子生産システム。
【請求項１６】
上記含有率制御モジュールは、
上記第１のガスを貯蔵する第１の流体供給タンクと、
上記マイクロコントローラに通信可能に接続され、該マイクロコントローラからの信号
に応じて、上記第１の流体供給タンクからの上記第１のガスの一部を上記温度制御フィル
タ処理出力に選択的に加えて、上記含有率調整温度制御フィルタ処理出力を生成する第１
の流体供給弁とを備えることを特徴とする請求項１５記載の粒子生産システム。
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【請求項１７】
粒子生産システムにおいて流体を再循環させる流体再循環方法であって、
粒子生成プラズマ反応器によって、前駆体物質及び処理ガスを含む反応粒子混合気体を
生成するステップと、
調整ガスを用いて、上記反応粒子混合気体を急冷して、上記前駆体物質を含む複数の粒
子と、上記調整ガスを含む出力ガスとを含む冷却粒子混合気体を生成するステップと、
上記冷却粒子混合気体から上記前駆体物質を含む複数の粒子を除去して、第１のガス及
び第２のガスを含むフィルタ処理出力を生成するステップと、
上記フィルタ処理出力の一部を排気しながらフィルタ処理出力の量を調整して調整フィ
ルタ処理出力を生成するステップと、
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上記調整フィルタ処理出力の上記第２のガスに対する上記第１のガスの比である含有率
を調整するために、該第１のガス又は該第２のガスを調整フィルタ処理出力に加えること
により、含有率調整フィルタ処理出力を生成するステップと、
上記含有率調整フィルタ処理出力を、上記反応粒子混合気体を冷却する際に使用する上
記調整ガスとして用いるステップとを有する流体再循環方法。
【請求項１８】
上記前駆体物質及び上記処理ガスが供給され、該処理ガスを励起して、プラズマを形成
し、該プラズマを該前駆体物質に作用させて、上記反応粒子混合気体を生成する粒子生成
プラズマ反応器と、
上記粒子生成プラズマ反応器に流体的に接続され、該粒子生成プラズマ反応器から、上
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記反応粒子混合気体が供給され、上記含有率調整フィルタ処理出力が上記調整ガスとして
供給され、該供給された調整ガスを該反応粒子混合気体に混合して、上記冷却粒子混合気
体を生成する急冷チャンバとを備えることを特徴とする請求項１７記載の流体再循環方法
。
【請求項１９】
上記含有率の調整の前に、上記フィルタ処理出力の温度を調整するステップを更に有す
る請求項１７記載の流体再循環方法。
【請求項２０】
上記調整フィルタ処理出力における上記第１のガスと上記第２のガスの間の比を検出す
るステップと、
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上記検出された比に基づいて、上記第１のガス又は上記第２のガスを上記調整フィルタ
処理出力に加えることによって、上記調整フィルタ処理出力の含有率を調整するステップ
とを更に有する請求項１７記載の流体再循環方法。
【請求項２１】
粒子生産システムにおいて流体を再循環させる流体再循環方法であって、
粒子生成プラズマ反応器によって、前駆体物質及び処理ガスを含む反応粒子混合気体を
生成するステップと、
調整ガスインレットにおいて、急冷チャンバに調整ガスを供給し、反応混合物インレッ
トにおいて、該急冷チャンバに上記粒子生成プラズマ反応器からの反応粒子混合気体を供
給するステップと、
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上記急冷チャンバによって、上記調整ガスを上記反応粒子混合気体に混合して、上記前
駆体物質を含む複数の粒子と、上記調整ガスを含む出力ガスとを含む冷却粒子混合気体を
生成するステップと、
上記急冷チャンバから上記出力ガスをフィルタエレメントに供給し、該フィルタエレメ
ントによって、該出力ガスをフィルタリングして、第１のガス及び第２のガスを含むフィ
ルタ処理出力を生成するステップと、
上記フィルタ処理出力を温度調整モジュールに供給し、該温度調整モジュールによって
、該フィルタ処理出力の温度を調整して、温度制御フィルタ処理出力を生成するステップ
と、
上記温度制御フィルタ処理出力を含有率制御モジュールに供給し、該含有率制御モジュ
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ールによって、該第２のガスに対する該第１のガスの比である含有率を調整するために、
上記第１のガス又は上記第２のガスを上記温度制御フィルタ処理出力に加えることにより
、含有率調整温度制御フィルタ処理出力を生成するステップと、
導管装置によって、上記含有率調整温度制御フィルタ処理出力を、上記反応粒子混合気
体を冷却する際に使用する上記調整ガスとして、上記急冷チャンバの上記調整ガスインレ
ットに供給するステップとを有する流体再循環方法。
【請求項２２】
上記反応粒子混合気体を生成するステップは、
上記粒子生成プラズマ反応器によって、上記処理ガスを励起して、プラズマを形成する
ステップと、
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上記粒子生成プラズマ反応器によって、上記プラズマを上記前駆体物質に作用させて、
上記反応粒子混合気体を生成するステップとを有することを特徴とする請求項２１記載の
流体再循環方法。
【請求項２３】
吸気発生器によって、上記急冷チャンバの冷却混合物アウトレットに吸引圧を発生して
、該急冷チャンバから上記出力ガスを引き込むステップを更に有する請求項２１記載の流
体再循環方法。
【請求項２４】
上記フィルタエレメントは、上記出力ガスから上記前駆体物質を含む複数の粒子を除去
して、上記フィルタ処理出力を生成することを特徴とする請求項２１記載の流体再循環方

10

法。
【請求項２５】
上記フィルタエレメントは、高性能微粒子フィルタであることを特徴とする請求項２４
記載の流体再循環方法。
【請求項２６】
圧力逃しモジュールによって、上記フィルタ処理出力の圧力が所定の閾値を超えている
場合、該フィルタ処理出力の圧力を低減するステップを更に有する請求項２１記載の流体
再循環方法。
【請求項２７】
上記温度調整モジュールは、熱交換器を備えることを特徴とする請求項２１記載の流体
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再循環方法。
【請求項２８】
上記含有率制御モジュールによって上記含有率を調整するステップは、
含有率センサによって、上記温度制御フィルタ処理出力の含有率を検出するステップと
、
上記含有率センサによって、上記検出された含有率を表す信号を生成するステップと、
マイクロコントローラによって、上記含有率センサから上記信号を受信するステップと
、
上記マイクロコントローラによって、上記信号に基づいて、上記急冷チャンバの調整ガ
スインレットに供給する上記含有率調整温度制御フィルタ処理出力の含有率を調整するス

30

テップとを有することを特徴とする請求項２１記載の流体再循環方法。
【請求項２９】
上記温度調整モジュールから上記温度制御フィルタ処理出力をバッファタンクに供給す
るステップと、
上記バッファタンクによって、上記温度制御フィルタ処理出力の含有率が調整される前
に、該温度制御フィルタ処理出力を一時的に貯蔵するステップとを更に有する請求項２８
記載の流体再循環方法。
【請求項３０】
上記含有率制御モジュールによって、上記含有率を調整するステップは、
流体逃し弁によって、上記バッファタンクから周囲大気に上記温度制御フィルタ処理出
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力の一部を排気するステップを有することを特徴とする請求項２９記載の流体再循環方法
。
【請求項３１】
上記含有率制御モジュールによって、上記含有率を調整するステップは、
上記第２のガスを第２の流体供給タンクに貯蔵するステップと、
第２の流体供給弁によって、上記マイクロコントローラからの信号に応じて、上記第２
の流体供給タンクからの上記第２のガスの一部を上記温度制御フィルタ処理出力に選択的
に加えて、上記含有率調整温度制御フィルタ処理出力を生成するステップとを有すること
を特徴とする請求項２９記載の流体再循環方法。
【請求項３２】
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上記含有率制御モジュールによって、上記含有率を調整するステップは、
上記第１のガスを第１の流体供給タンクに貯蔵するステップと、
第１の流体供給弁によって、上記マイクロコントローラからの信号に応じて、上記第１
の流体供給タンクからの上記第１のガスの一部を上記温度制御フィルタ処理出力に選択的
に加えて、上記含有率調整温度制御フィルタ処理出力を生成するステップとを有すること
を特徴とする請求項３１記載の流体再循環方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
本出願は、２００５年４月１９日に出願され、米国特許出願番号第１１／１１０，３４
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１号、発明の名称「HIGH THROUGHPUT DISCOVERY OF MATERIALS THROUGH VAPOR PHASE SYN
THESIS」及び２００７年５月１１日に出願され、米国仮特許出願番号第６０／９２８，９
４６号、発明の名称「MATERIAL PRODUCTION SYSTEM AND METHOD」の優先権を主張し、こ
れらは何れも、引用することによって、本願に援用される。
【技術分野】
【０００２】
本発明は、粒子生成の分野に関する。詳しくは、本発明は、気相粒子生産システム（ga
s phase particle production system）内で用いられる流体を再循環させるシステム及び
方法に関する。
【背景技術】
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【０００３】
多くの気相粒子生産システムは、粒子及び流体の混合物を生成する。これらの混合物は
、通常、高温であり、したがって、反応が高い。幾つかのシステムでは、これらの混合物
は、調整流体（conditioning fluid）の導入によって冷却される。調整流体は、混合物を
冷却し、粒子形成を促進する作用を有し、及び粒子のためのキャリアとしての作用を有す
ることも多い。粒子は、通常、調整流体の導入の後、混合物から抽出又は回収される。そ
して調整流体は、環境に排気され、又は別の方法によって処分される。調整流体が処分さ
れるのは、典型的な粒子生産システムが、調整流体として高純度気体を必要とするためで
ある。多くの場合、純度は、９９．９９９９％以上でなくてはならない。これらの方法を
用いて生成される粒子の単位原価は、各製造期間毎に新鮮な流体を使用する必要性によっ

30

て膨張する。
【０００４】
そこで、システムの高純度レベルを維持しながら、気相粒子生産システムに関連するコ
ストを削減する技術が望まれている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の一側面においては、本発明が提供する粒子生産システムは、以下の構成を備え
る。
１．前駆体物質及び処理ガスを含む反応粒子混合気体（reactive particle‑gas mixtur
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e）を粒子生成プラズマ反応器（１２２）により生成する構成。
２．調整ガスを用いて、反応粒子混合気体を急冷して、前駆体物質を含む複数の粒子と
、該調整ガスを含む出力ガスとを含む冷却粒子混合気体（cooled particle‑gas mixture
）を生成する構成。
３．冷却粒子混合気体から前駆体物質を含む複数の粒子を除去して、第１のガス（prim
ary gas）（Ｇ１）及び第２のガス（secondary gas）（Ｇ２）を含むフィルタ処理出力（
filtered output）を生成する構成。
４．フィルタ処理出力の一部を排気しながら上記フィルタ処理出力の量を調整して調整
フィルタ処理出力を生成する構成。
５．調整フィルタ処理出力の第２のガス（Ｇ２）に対する第１のガス（Ｇ１）の比であ
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る含有率を調整するために、第１のガス（Ｇ１）又は第２のガス（Ｇ２）を調整フィルタ
処理出力に加えることにより含有率調整フィルタ処理出力（content‑controlled, filter
ed output）を生成する構成。
６．含有率調整フィルタ処理出力を、反応粒子混合気体を冷却する際に、調整ガスとし
て用いる構成。
【０００６】
好ましい実施の形態では、粒子生成プラズマ反応器（１２２）は、前駆体物質及び処理
ガスが供給され、処理ガスを励起して、プラズマを形成し、プラズマを前駆体物質に作用
させて、反応粒子混合気体を生成するように構成されている。
この粒子生成プラズマ反応器（１２２）には、急冷チャンバ（quench chamber）（１２
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４）が流体的に接続されている。
この急冷チャンバ（１２４）は、粒子生成プラズマ反応器（１２２）から、反応粒子混
合気体が供給され、含有率調整フィルタ処理出力が調整ガスとして供給され、供給された
調整ガスを反応粒子混合気体に混合して、冷却粒子混合気体を生成するように構成されて
いる。
【０００７】
幾つかの実施の形態では、更に、含有率の調整の前に、フィルタ処理出力の温度を調整
する。
【０００８】
更に、幾つかの実施の形態では、第１のガス（Ｇ１）と第２のガス（Ｇ２）の間の比を
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検出し、検出された比に基づいて、第１のガス（Ｇ１）又は第２のガス（Ｇ２）を調整出
力に加えることによって、調整出力の含有率を調整するように構成されている。
【０００９】
本発明の他の側面では、粒子生産システム（１００，２００）は、粒子生成プラズマ反
応器（１２２）と、急冷チャンバ（１２４）とを備え、急冷チャンバ（１２４）は、調整
ガスインレット（１１９）と、粒子生成プラズマ反応器（１２２）に流体的に接続された
反応混合物インレット（ポート）（reactive mixture inlet（port））（１２３）と、冷
却混合物アウトレット（cooled mixture outlet,conduit system）（１２６）とを有する
。
粒子生産システム（１００，２００）は、更に、冷却混合物アウトレット（１２６）に
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流体的に接続されたフィルタエレメント（filter element）（１３０）と、フィルタエレ
メント（１３０）に流体的に接続された温度調整モジュール（temperature control modu
le）（１５０）と、温度調整モジュール（１５０）に流体的に接続された含有率制御モジ
ュール（１６０）と、含有率制御モジュール（１６０）を急冷チャンバ（１２４）の調整
ガスインレット（１１９）に流体的に接続する導管装置（チャンネルエレメント；channe
ling element）（１８０）とを備える。
【００１０】
粒子生成プラズマ反応器（１２２）は、前駆体物質及び処理ガスから反応粒子混合気体
を生成するように構成されている。
急冷チャンバ（１２４）は、調整ガスインレット（１１９）において調整ガスが供給さ
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れ、反応混合物インレット（１２３）において、粒子生成プラズマ反応器（１２２）から
反応粒子混合気体が供給され、調整ガスを反応粒子混合気体に混合して、冷却粒子混合気
体を生成するように構成されている。
冷却粒子混合気体は、前駆体物質を含む複数の粒子と、出力ガスとを含む。出力ガスは
、調整ガスを含む。
フィルタエレメント（１３０）は、冷却混合物アウトレット（１２６）に流体的に接続
され、急冷チャンバ（１２４）から出力ガスが供給され、出力ガスをフィルタリングして
、第１のガス（Ｇ１）及び第２のガス（Ｇ２）を含むフィルタ処理出力を生成するように
構成されている。
温度調整モジュール（１５０）は、フィルタエレメント（１３０）に流体的に接続され
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、フィルタ処理出力の温度を調整して、温度制御フィルタ処理出力（temperature‑contro
lled, filtered output）を生成するように構成されている。
含有率制御モジュール（１６０）は、温度調整モジュール（１５０）に流体的に接続さ
れ、第１のガス（Ｇ１）及び第２のガス（Ｇ２）を含む温度制御フィルタ処理出力の第２
のガス（Ｇ２）に対する第１のガス（Ｇ１）の比である含有率を調整するように構成され
ている。
この含有率制御モジュール（１６０）は、含有率を調整するために、第１のガス（Ｇ１
）又は第２のガス（Ｇ２）を温度制御フィルタ処理出力に加えることにより含有率調整温
度制御フィルタ処理出力（content‑controlled, temperature‑controlled, filtered out
10

put）を生成するように構成されている。
そして、導管装置（チャンネルエレメント; channeling element）（１８０）は、含有
率制御モジュール（１６０）を急冷チャンバ（１２４）の調整ガスインレット（１１９）
に流体的に接続し、含有率調整温度制御フィルタ処理出力を、反応粒子混合気体を冷却す
る際に使用する調整ガスとして、急冷チャンバ（１２４）の調整ガスインレット（１１９
）に供給するように構成されている。
【００１１】
好ましい実施の形態では、粒子生成プラズマ反応器（１２２）は、前駆体物質及び処理
ガスが供給され、処理ガスを励起して、プラズマを形成し、プラズマを前駆体物質に作用
させて、反応粒子混合気体を生成するように構成されている。
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【００１２】
幾つかの実施の形態では、粒子生産システム（１００，２００）は、急冷チャンバ（１
２４）の冷却混合物アウトレット（１２６）に吸引圧を発生して、急冷チャンバ（１２４
）から出力ガスを引き込む吸気発生器（suction generator）（１２８）を更に備える。
【００１３】
幾つかの実施の形態では、フィルタエレメント（１３０）は、出力ガスから前駆体物質
を含む複数の粒子を除去して、フィルタ処理出力を生成するように構成されている。更に
、フィルタエレメント（１３０）は、好ましくは、高性能微粒子（high efficiency part
iculate air：ＨＥＰＡ）フィルタである。
【００１４】
幾つかの実施の形態では、フィルタエレメント（１３０）と温度調整モジュール（１５
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０）の間に圧力逃しモジュール（pressure relief module）（１４０）が流体的に接続さ
れている。圧力逃しモジュール（１４０）は、フィルタ処理出力の圧力が所定の閾値を超
えている場合、フィルタ処理出力の圧力を低減するように構成されている。
【００１５】
幾つかの実施の形態では、温度調整モジュール（１５０）は、熱交換器を備える。なお
、流体温度を調整する他の手段を用いてもよい。
【００１６】
好ましい実施の形態では、含有率制御モジュール（１６０）は、含有率センサ（２６２
）と、含有率センサ（２６２）に通信可能に接続されたマイクロコントローラ（２６８）
とを備える。含有率センサ（２６２）は、温度制御フィルタ処理出力の含有率を検出して
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、検出された含有率を表す信号を生成するように構成されている。マイクロコントローラ
（２６８）は、含有率センサ（２６２）から信号を受信して、急冷チャンバ（１２４）の
調整ガスインレット（１１９）に供給する含有率調整温度制御フィルタ処理出力の含有率
を調整する。この調整は、含有率センサ（２６２）から受信した信号に基づいて行われる
。
【００１７】
幾つかの実施の形態においては、含有率制御モジュール（３００，３００

）は、温度

調整モジュール（１５０）及び含有率センサ（２６２）に流体的に接続されたバッファタ
ンク（buffer reservoir）（２６０）を備える。バッファタンク（２６０）は、温度調整
モジュール（１５０）から温度制御フィルタ処理出力が供給され、温度制御フィルタ処理
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出力の含有率を調整する前に、温度制御フィルタ処理出力を一時的に貯蔵するように構成
されている。含有率制御モジュール（３００，３００

）は、バッファタンク（２６０）

と周囲大気の間に流体的に接続された流体逃し弁（３６４）を備えていてもよい。流体逃
し弁（３６４）は、バッファタンク（２６０）から周囲大気にガスを排気するように構成
されている。
【００１８】
更に、含有率制御モジュール（３００，３００

）は、第２のガス（Ｇ２）を貯蔵する

第２の流体供給タンク（３６７）と、マイクロコントローラ（２６８）に通信可能に接続
され、マイクロコントローラ（２６８）からの信号に応じて、第２の流体供給タンク（３
６７）からの第２のガス（Ｇ２）の一部を温度制御フィルタ処理出力に選択的に加えて、
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含有率調整温度制御フィルタ処理出力を生成する第２の流体供給弁（３６６）とを備える
。
第２の流体供給タンク（３６７）は、マイクロコントローラ（２６８）からの信号に応
じて、第２の流体供給タンク（３６７）からの第２のガス（Ｇ２）の一部を温度制御フィ
ルタ処理出力に選択的に加えて、含有率調整温度制御フィルタ処理出力を生成するように
構成されている。
【００１９】
これに加えて、又はこれに代えて、含有率制御モジュール（３００）は、マイクロコン
トローラ（２６８）に通信可能に接続され、第１のガス（Ｇ１）を貯蔵して供給する第１
の流体供給タンク（３７７）を備える。
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第１の流体供給タンク（３７７）は、マイクロコントローラ（２６８）からの信号に応
じて、第１の流体供給タンク（３７７）からの第１のガス（Ｇ１）の一部を温度制御フィ
ルタ処理出力に選択的に加えて、含有率調整温度制御フィルタ処理出力を生成するように
構成されている。
【００２０】
これらのシステムに加えて、本発明は、これらのシステムにおける流体再循環方法を提
供し、流体再循環方法は、上述した動作及び後述する動作の両方を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の原理に基づく粒子生産システムに組み込まれた流体再循環システムの一
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実施の形態の略図である。
【図２】図１の粒子生産システムと同様の粒子生産システムであって、本発明の原理に基
づく含有率制御モジュールのより詳細な実施の形態を示す図である。
【図３Ａ】本発明の原理に基づく含有率制御モジュールの一実施の形態の略図である。
【図３Ｂ】本発明の原理に基づく含有率制御モジュールの他の実施の形態の略図である。
【図４】本発明の原理に基づく粒子生産システムにおいて流体を再循環させる流体再循環
方法の一実施の形態を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
以下の説明は、本発明の幾つかの実施の形態に関するものである。好ましい実施の形態
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について、図面を参照しながら説明する。しかしながら、本発明の範囲は、図示する実施
の形態にも、説明する実施の形態にも制限されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲の
文言に基づいて、可能な限り広く解釈される。
【００２３】
以下の説明では、説明の目的のために、数多くの詳細及び代替を説明する。なお、本発
明が、これらの具体的詳細を使用することなく、実施できることは当業者には明らかであ
る。他の例では、不要な詳細によって本発明の説明が不明瞭になることを避けるために、
周知の構造及び機器は、ブロック図の形式で示している。
【００２４】
この説明では、粒子（particles）及び粉末（powders）の両方について言及する。この

50

(10)

JP 6174635 B2 2017.8.2

２つの用語は、単一の「粉末」が粒子の集合を示すとの特別な記載がある場合を除き、同
義である。本発明は、様々な粉末及び粒子に適用できる。
【００２５】
本発明は、添付の図面を参照する以下の詳細な記述によって容易に理解される。この説
明を明瞭にするために、同様の要素（モジュール）には同様の符号を付す。
【００２６】
図１は、本発明の原理に基づく粒子生産システム１００に組み込まれた流体再循環シス
テムの一実施の形態を示している。粒子生産システム１００は、処理ガス及び調整ガスの
両方、並びに粒子前駆体を含む様々な材料が供給され、粒子混合気体（particle‑gas mix
ture）を生成する粒子生成コア（particle production core）１２０を備える。粒子生成
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コア１２０の２つの主な構成要素は、前駆体物質及び処理ガスから反応粒子混合気体（re
active particle‑gas mixture）を生成する粒子生成プラズマ反応器１２２と、調整ガス
を用いて反応粒子混合気体を冷却する急冷チャンバ１２４とである。
【００２７】
通常、粒子生成コア１２０は、好ましくは、粒子混合気体を生成する気相粒子生成手段
である。最も好ましくは、本発明の実施の形態は、２００５年４月１９日に出願された米
国特許出願番号第１１／１１０，３４１号、発明の名称「HIGH THROUGHPUT DISCOVERY OF
MATERIALS THROUGH VAPOR PHASE SYNTHESIS」に開示されているものと同様のナノ粉末生
産システム（nano‑powder production system）を使用でき、この文献は、米国特許公開
番号第２００５−０２３３３８０Ａ号として公開されている。このようなナノ粉末生産シ
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ステムでは、ガス源から、処理ガスがプラズマ反応器内に供給される。プラズマ反応器内
では、処理ガスにエネルギが供給され、これによって、プラズマが生成される。このエネ
ルギを供給するために、以下に限定されるものではないが、直流結合、容量結合、誘導結
合及び共振結合を含む様々な異なる手段を用いることができる。１つ以上の材料投入装置
（material dispensing device）は、少なくとも１つの材料を、好ましくは粉末状態でプ
ラズマ反応器に導入する。プラズマ反応器内におけるプラズマと、材料投入装置によって
導入された材料との混合によって、反応性が非常に高く、粉末を蒸発できる高エネルギの
混合物が形成される。この蒸発粉末（vaporized powder）の混合物は、プラズマ反応器内
で処理ガスの流れる方向に移動する。混合物は、移動しながら冷却され、そこに粒子が形
成される。高温ガス及び高エネルギ粒子を含む未だエネルギが高い出力混合物は、プラズ
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マ反応器から放出される。出力混合物は、プラズマ反応器から放出された後に、更に冷却
することができる。この出力混合物は、高温ガス及び比較的均一な粒度分布の粒子を含む
ことができる。各粒子は、材料投入装置によって導入された材料の結合を含むことができ
る。なお、非気相粒子生成手段を含むこれらの又は他の粒子生成手段の一部は、本発明の
範囲に含まれ、粒子生成コア１２０の一部に採用することができる。
【００２８】
好ましい実施の形態では、粒子生成プラズマ反応器（以下、単に反応器ともいう）１２
２は、処理ガスインレット（working gas inlet）１１１を介して、処理ガス供給源（wor
king gas supply）１１０に流体的に接続されており、これにより、反応器１２２には、
処理ガス供給源１１０から、処理ガスが供給される。処理ガスの具体例は、以下に限定さ
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れるものではないが、アルゴン及び水素を含む。反応器１２２は、前駆体物質インレット
１１６を介して、前駆体供給源（precursor material supply）１１５に流体的に接続さ
れており、これにより、反応器１２２には、前駆体供給源１１５から、前駆体物質、例え
ば前駆体物質粉末が供給される。反応器１２２は、処理ガスと前駆体物質とを混合して、
反応粒子混合気体を生成する。好ましい実施の形態では、上述したように、反応器１２２
内で、エネルギが処理ガスに供給され、これによって、プラズマが生成される。そして、
プラズマは、前駆体物質に作用する。前駆体物質にプラズマを作用させることによって、
反応性が非常に高い高エネルギの粒子混合気体が形成され、ここでは、粉末を、蒸発させ
ることができる。蒸発粉末（vaporized powder）であるこの粒子混合気体は、反応器１２
２を介して、処理ガスの流れる方向に移動する。この反応粒子混合気体は、好ましくは、
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反応器１２２を急冷チャンバ１２４に流体的に接続する反応混合物インレット（ポート）
１２３を介して急冷チャンバ１２４内に流れ込む。
【００２９】
また、急冷チャンバ１２４には、反応器１２２から反応粒子混合気体が供給されること
に加えて、再循環された調整ガスが供給される。調整ガスの１つの具体例は、アルゴンで
ある。なお、アルゴンに加えて、又はこれに代えて、他の流体を用いてもよい。好ましい
実施の形態では、急冷チャンバ１２４は、調整ガス流入マニホルド（conditioning fluid
input manifold）１２５内に収容されており、調整ガス流入マニホルド１２５には、調
整ガスインレット１１９を介して、再循環された調整ガスが供給される。調整ガスは、後
述する流体再循環システムを介して、調整ガス流入マニホルド１２５に供給される。調整

10

ガス流入マニホルド１２５は、好ましくは、１つ以上の調整ガス口（conditioning fluid
port）１２１を介して、急冷チャンバ１２４に流体的に接続されており、これにより、
急冷チャンバ１２４に再循環された調整ガスを供給する。
【００３０】
急冷チャンバ１２４は、反応器１２２からの反応粒子混合気体に調整ガスを混合し、こ
れにより、反応粒子混合気体を冷却する。この急冷（quenching）によって、反応粒子混
合気体は、急速に冷却され、冷却粒子混合気体が形成される。冷却粒子混合気体は、好ま
しくは、急冷チャンバ１２４に流体的に接続された導管装置１２６に引き込まれる。好ま
しい実施の形態では、冷却粒子混合気体は、吸気発生器（suction generator）１２８、
例えば吸気発生器１２８に向かって冷却粒子混合気体を引き込むポンプによって供給され
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る吸気によって、導管装置１２６に引き込まれる。粉末生成物は、急冷チャンバ１２４と
吸気発生器１２８の間で、冷却粒子混合気体から抽出又は回収することができる。抽出又
は回収は、様々な方法で行うことができる。
【００３１】
急冷チャンバ１２４及び粒子生成コア１２０の外部には、粒子生産システム１００の残
りの部分として、流体再循環システムがあり、流体再循環システムは、導管装置１８０を
介して流体的に接続された複数の要素を含む。流体再循環システムは、粒子生成コア１２
０から、冷却粒子混合気体が供給され、冷却粒子混合気体をフィルタリングして、フィル
タ処理出力を生成し、フィルタ処理出力の含有率を調整して、含有率調整フィルタ処理出
力（content‑controlled, filtered output）を生成し、冷却粒子混合気体を冷却するた
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めの再循環された調整ガスとして使用される含有率調整フィルタ処理出力を粒子生成コア
１２０に流す。これらの動作及び他の機能を実行する手段については、後に詳細に説明す
る。
【００３２】
好ましい実施の形態では、流体再循環システムは、吸気発生器１２８に流体的に接続さ
れたフィルタエレメント（filter element）１３０と、フィルタエレメント１３０に流体
的に接続された圧力逃しモジュール（pressure relief module）１４０と、圧力逃しモジ
ュール１４０に流体的に接続された温度調整モジュール１５０と、温度調整モジュール１
５０及び粒子生成コア１２０に流体的に接続された含有率制御モジュール（content rati
o control module）１６０とを備え、これにより、粒子生成コア１２０のアウトレットか
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ら粒子生成コア１２０のインレットまで、再循環パスが形成されている。なお、本発明の
範囲は、これらの幾つかの構成要素の変更及び省略も含む。例えば、圧力逃しモジュール
１４０は、フィルタエレメント１３０と温度調整モジュール１５０の間ではなく、温度調
整モジュール１５０と含有率制御モジュール１６０の間に配置してもよい。他の実施の形
態では、流体再循環パスから圧力逃しモジュール１４０を省略してもよい。
【００３３】
吸気発生器１２８は、好ましくは、冷却粒子混合気体を、粒子生成コア１２０から、導
管装置１２６を介して、フィルタエレメント１３０に移動させる。フィルタエレメント１
３０は、冷却粒子混合気体から、残りの粒子、例えば前駆体物質を含む複数の粒子を取り
除き、これにより、フィルタ処理出力を生成する。フィルタエレメント１３０は、好まし
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くは、高性能微粒子（high efficiency particulate air：ＨＥＰＡ）フィルタである。
幾つかの実施の形態では、フィルタエレメント１３０は、冷却粒子混合気体から全ての粒
子を完全には取り除かない。
【００３４】
冷却粒子混合気体は、フィルタエレメント１３０を通過して、フィルタ処理出力になり
、導管装置１８０に流される。導管装置１８０は、フィルタエレメント１３０を圧力逃し
モジュール１４０に流体的に接続し、これにより、フィルタエレメント１３０から圧力逃
しモジュール１４０にフィルタ処理出力が供給される。圧力逃しモジュール１４０は、フ
ィルタ処理出力の流体の圧力を低減する。この減圧は、流体の圧力が所定の閾値を超えた
場合に行うことができる。更に、この減圧は、以下に限定されるわけではないが、周囲大
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気への排気を含む様々な方法で行うことができる。上述のように、幾つかの実施の形態で
は、圧力逃しモジュール１４０を設けなくてもよい。
【００３５】
フィルタ処理出力は、圧力逃しモジュール１４０を通過して、温度調整モジュール１５
０に入る。温度調整モジュール１５０は、フィルタ処理出力の温度を調整し、これにより
、温度制御フィルタ処理出力（temperature‑controlled, filtered output）が生成され
る。好ましい実施の形態では、温度調整モジュール１５０は、熱交換器を備える。更に、
幾つかの実施の形態では、温度調整モジュール１５０を設けなくてもよい。
【００３６】
温度制御フィルタ処理出力は、温度調整モジュール１５０を含有率制御モジュール１６
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０に流体的に接続する導管装置１８０の一部に再び入る。含有率制御モジュール１６０は
、温度制御フィルタ処理出力が供給され、温度制御フィルタ処理出力の含有率を調整し、
これにより、含有率調整温度制御フィルタ処理出力（content‑controlled, temperature‑
controlled, filtered output）を生成する。好ましい実施の形態では、含有率制御モジ
ュール１６０に供給されるフィルタ処理出力は、第１の流体（primary fluid）と、第２
の流体（secondary fluid）とを含む。含有率制御モジュール１６０は、第２の流体に対
する第１の流体の比を制御し、必要に応じて調整を行い、これにより、含有率が制御され
た出力を生成する。
【００３７】
そして、急冷チャンバ１２４からの調整ガスをなお含むこの含有率が制御された出力は
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、急冷に用いるために、導管装置１８０の他の部分を介して粒子生成コア１２０の調整ガ
スインレット１１９に流される。このようにして、調整ガスを含む急冷チャンバ１２４の
出力は、再循環して急冷チャンバ１２４に戻る。この再循環は、流体のフィルタリングと
、含有率制御と、（ある場合には、圧力逃しと、温度制御と）を含み、粒子生成コア１２
０内での反応粒子混合気体の急冷に再使用する流体の十分な準備を保証する。
【００３８】
図２は、図１の粒子生産システム１００と同様の粒子生産システム２００の一実施の形
態を示しており、ここでは、本発明の原理に基づく含有率制御モジュール１６０のより詳
細な実施の形態を示している。含有率制御モジュール１６０は、複数の構成要素を含むこ
とができる。幾つかの構成要素は、導管装置１８０によって流体的に接続されている。例
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えば、バッファタンク２６０は、好ましくは、導管装置１８０に接続され、温度調整モジ
ュール１５０と流体連通する。
【００３９】
幾つかの実施の形態の含有率制御モジュール１６０では、温度調整モジュール１５０か
らバッファタンク２６０に、温度制御フィルタ処理出力が供給される。バッファタンク２
６０は、流体バッファとして機能し、温度制御フィルタ処理出力をある時間保持した後、
放出する。温度制御フィルタ処理出力がバッファタンク２６０内にある間、温度制御フィ
ルタ処理出力内の流体は、重力のために、密度に基づく分離を始める。出力が第１のガス
Ｇ１及び第２のガスＧ２を含む実施の形態では、第２のガスＧ２は、好ましくは、より密
度が低い流体である。したがって、これらの実施の形態では、第１のガスＧ１は、バッフ
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ァタンク２６０の下部に集まり、一方、第２のガスＧ２は、バッファタンク２６０の上部
に集まる。
【００４０】
また、好ましい実施の形態では、含有率制御モジュール１６０は、導管装置１８０に接
続され、バッファタンク２６０と流体連通した含有率センサ２６２を備える。含有率セン
サ２６２は、混合気体（fluid mixture）の一部が供給され、混合気体の含有率（例えば
、第２のガスＧ２に対する第１のガスＧ１の比）を判定し、含有率を表す１つ以上の信号
を供給する。
【００４１】
バッファタンク２６０は、粒子生産システム２００から第２の流体を排出するように構
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成することができる。このような構成の一実施の形態においては、バッファタンク２６０
は、流体逃しモジュール２６４に流体的に接続されている。流体逃しモジュール２６４は
、粒子生産システム２００の周囲大気（ambient environment）と流体連通しており、バ
ッファタンク２６０と周囲大気（ambient atmosphere）間の流体連通を選択的に可能にす
る。
【００４２】
第２の流体供給源２６６は、導管装置１８０に流体的に接続することができ、これによ
って、含有率センサ２６２との選択的な流体連通が可能になる。第２の流体供給源２６６
は、第２のガスＧ２を貯蔵しており、ある量の第２のガスＧ２を混合ガスに選択的に導入
して、混合ガス内の第１のガスＧ１の量に対する第２のガスＧ２の量を増加させ、これに
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よって、含有率を調整するように構成されている。
【００４３】
含有率制御モジュール１６０は、好ましくは、マイクロコントローラ２６８を備える。
マイクロコントローラ２６８は、含有率センサ２６２に通信可能に接続されており、これ
によって、マイクロコントローラ２６８は、含有率センサ２６２から、含有率センサ２６
２の近傍の導管装置１８０内の流体の含有率を表す信号を受信することができる。また、
マイクロコントローラ２６８は、第２の流体供給源２６６と、流体逃しモジュール２６４
とに通信可能に接続されており、これにより、マイクロコントローラ２６８は、第２の流
体供給源２６６が導管装置１８０と流体連通して、第２の流体を加えるか、流体逃しモジ
ュール２６４が、バッファタンク２６０と周囲環境の間の流体連通を行って、第２のガス
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Ｇ２を排出するかを選択することができる。マイクロコントローラ２６８は、これらの選
択の何れか又は全てを、含有率センサ２６２によって供給される信号によって表される含
有率に基づいて行うことができる。
【００４４】
温度制御フィルタ処理出力がバッファタンク２６０内にある間、流体逃しモジュール２
６４は、バッファタンク２６０内の第２の流体のレベルに対して初期調整を行うことがで
きる。流体逃しモジュール２６４は、バッファタンク２６０の上部に連結されている。マ
イクロコントローラ２６８は、流体逃しモジュール２６４によって、ガスの排出を制御す
る。好ましくは、流体逃しモジュール２６４は、連続した速度で流体を排出することによ
って動作する。この速度は、可変であってもよく、好ましくは、マイクロコントローラ２
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６８によって決定される。
【００４５】
各ガスレベルの初期調整の後、調整出力（adjusted output）は、バッファタンク２６
０から、バッファタンク２６０を含有率センサ２６２に流体的に接続する導管装置１８０
の一部内に移動する。含有率センサ２６２は、調整出力内の第２のガスＧ２に対する第１
のガスＧ１の比を検出し、この比を表す信号をマイクロコントローラ２６８に供給する。
【００４６】
一方、調整出力は、含有率センサ２６２を第２の流体供給源２６６のアウトレットに流
体的に接続する導管装置１８０の他の部分を介して移動する。マイクロコントローラ２６
８は、第２の流体供給源２６６を制御して、調整出力に第２の流体を導入する。マイクロ
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コントローラ２６８は、調整出力に第２の流体を導入する速度を決定する際に、含有率セ
ンサ２６２からの信号を使用する。これらの調整の結果、含有率調整温度制御フィルタ処
理出力が生成される。
【００４７】
この出力は、第２の流体供給源２６６のアウトレットを粒子生成コア１２０の調整ガス
インレット１１９に流体的に接続する導管装置１８０の一部を介して流される。このよう
にして、含有率調整温度制御フィルタ処理出力は、粒子生成コア１２０に調整ガスとして
供給される。
【００４８】
処理ガス供給源１１０からの処理ガスは、粒子生成コア１２０の出力の一部になるので
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、再循環された調整ガスは、処理ガスを含む。幾つかの実施の形態では、まず最初に、前
駆体物質が反応器１２２に導入されない充填ステップ（charging step）において、処理
ガス供給源１１０から反応器１２２に調整ガスが供給される。流体再循環システムは、充
填ステップの間、調整ガスの特性を、所望の特性に到達するまで調整し、この時点で、反
応器１２２に前駆体物質を導入する。
【００４９】
図３Ａは、本発明の原理に基づく、図２に示す含有率制御モジュール１６０と同様の含
有率制御モジュール３００の一実施の形態を概略的に示している。含有率制御モジュール
３００の一部は、導管装置１８０に沿って配設されている。導管装置１８０は、バッファ
タンク２６０、含有率センサ２６２及び第２の流体供給弁３６６間の流体連通を行う。
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【００５０】
第２の流体供給弁３６６は、第２の流体供給タンク３６７に流体的に接続されている。
第２の流体供給タンク３６７は、第２のガスＧ２を貯蔵している。第２の流体供給弁３６
６は、第２の流体供給タンク３６７と導管装置１８０の間の選択的な流体連通を可能にし
、これにより、適宜に、更なる第２のガスＧ２を導管装置１８０に導入することができる
。
【００５１】
同様に、第１の流体供給弁３７６は、バッファタンク２６０と、第１のガスＧ１を貯蔵
する第１の流体供給タンク３７７との間に流体的に接続されており、これにより、第１の
流体供給タンク３７７とバッファタンク２６０間の選択的な流体連通を可能にし、適宜に
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、更なる第１のガスＧ１を導管装置１８０に導入することができる。
【００５２】
更に、バッファタンク２６０は、周囲大気に流体的に接続されているガス逃し弁３６４
に流体的に接続することができ、これにより、バッファタンク２６０と周囲大気間の選択
的な流体連通が可能になる。例示的な実施の形態では、バッファタンク２６０は、第１の
ガスＧ１と第２のガスＧ２との両方を含んでいる。
【００５３】
含有率制御モジュール３００は、更に、マイクロコントローラ２６８を備える。マイク
ロコントローラ２６８は、含有率センサ２６２に通信可能に接続されており、これにより
、マイクロコントローラ２６８は、含有率センサ２６２から、含有率センサ２６２の近傍

40

の導管装置１８０内の流体の含有率を表す信号を受信する。また、マイクロコントローラ
２６８は、第２の流体供給弁３６６と、流体逃し弁３６４と、第１の流体供給弁３７６と
に通信可能に接続されている。
【００５４】
これにより、マイクロコントローラ２６８は、第２の流体供給タンク３６７が導管装置
１８０と流体連通して、第２の流体を加えるか、流体逃し弁３６４がバッファタンク２６
０と周囲環境の間の流体連通を行って、第２のガスを排出するか、第１のガス供給タンク
３７７が導管装置１８０と流体連通して、第１の流体を加えるかを選択することができる
。マイクロコントローラ２６８は、これらの選択肢の一部又は全部を、含有率センサ２６
２によって供給される信号によって表される含有率に基づいて、行うことができる。
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【００５５】
実際の動作では、含有率制御モジュール３００は、バッファタンク２６０内に温度制御
フィルタ処理出力を受け入れる。バッファタンク２６０は、流体バッファとして機能し、
温度制御フィルタ処理出力をある時間保持した後、放出する。
【００５６】
また、温度制御フィルタ処理出力がバッファタンク２６０内にある間、流体逃し弁３６
４は、バッファタンク２６０内の各ガスのレベルに対して初期調整を行うことができる。
流体逃し弁３６４は、バッファタンク２６０の上部に連結されている。マイクロコントロ
ーラ２６８は、流体逃し弁３６４による排気を制御する。好ましくは、流体逃し弁３６４
は、連続した速度で排気するように動作する。この速度は、可変であってもよく、好まし

10

くは、マイクロコントローラ２６８によって決定される。
【００５７】
更に、温度制御フィルタ処理出力がバッファタンク２６０内にある間、第１の流体供給
弁３７６及び第１の流体供給タンク３７７は、バッファタンク２６０内の第１のガスＧ１
のレベルに対して初期調整を行うことができる。図には示していないが、第１の流体供給
弁３７６は、バッファタンクの下部に連結できる。マイクロコントローラ２６８は、第１
の流体供給弁３７６によって、第１のガスＧ１の供給を制御する。好ましくは、第１の流
体供給弁３７６は、連続した速度で第１のガスＧ１を供給するように動作する。この速度
は、可変であってもよく、好ましくは、マイクロコントローラ２６８によって決定される
20

。
【００５８】
第２の流体レベルの初期調整の後、調整出力は、バッファタンク２６０から、バッファ
タンク２６０を含有率センサ２６２に流体的に接続する導管装置１８０の一部に移動する
。含有率センサ２６２は、調整出力内の第２のガスＧ２に対する第１のガスＧ１の比を検
出し、この比を表す信号をマイクロコントローラ２６８に供給する。
【００５９】
一方、調整出力は、含有率センサ２６２を第２の流体供給弁３６６に流体的に接続する
導管装置１８０の他の部分を介して移動する。マイクロコントローラ２６８は、第２の流
体供給弁３６６を制御して、第２の流体供給タンク３６７から、調整出力に第２のガスＧ
２を選択的に導入する。マイクロコントローラ２６８は、調整出力に第２のガスＧ２を導
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入する速度を決定する際に、含有率センサ２６２からの信号を使用する。これらの調整の
結果、含有率調整温度制御フィルタ処理出力が生成される。
【００６０】
この出力は、含有率制御モジュール３００を粒子生成コア１２０の調整ガスインレット
１１９に流体的に接続する導管装置１８０の一部を介して流される。このようにして、含
有率調整温度制御フィルタ処理出力は、粒子生成コア１２０に調整ガスとして供給される
。
【００６１】
図３Ｂは、本発明の原理に基づく含有率制御モジュール３００
略的に示している。含有率制御モジュール３００

の他の実施の形態を概

は、第１の流体供給弁３７６又は第１
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の流体供給タンク３７７を含んでいないことを除いて、含有率制御モジュール３００と同
じである。更なる他の実施の形態として、第１の流体供給弁３７６及び第１の流体供給タ
ンク３７７を設け、第２の流体供給弁３６６又は第２の流体供給タンク３６７を省略して
もよい。なお、他の幾つかの異なる構成も本発明の範囲に含まれる。
【００６２】
図４は、本発明の原理に基づいて、粒子生産システム内で流体を再循環させる方法の一
実施の形態を示すフローチャートである。
【００６３】
ステップ４０２において、粒子生成コアは、２つの主な機能を実行する。第１に、粒子
生成コアは、処理ガス及び前駆体物質を用いて、反応粒子混合気体を生成する。好ましく
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は、この動作は、上述したように、粒子生成反応器において実行される。第２に、粒子生
成コアは、再循環された調整ガスを用いて、反応粒子混合気体を急冷し、前駆体物質を含
む複数の粒子を含む冷却粒子混合気体を生成する。好ましくは、この動作は、上述したよ
うに、冷却チャンバにおいて実行される。
【００６４】
そして、冷却粒子混合気体は、粒子生成コアから、準備のために、流体再循環システム
に流れた後、急冷に使用するために、粒子生成コアに再導入される。
【００６５】
ステップ４０４において、冷却粒子混合気体がフィルタに流れ、フィルタは、冷却粒子
混合気体から前駆体物質を含む複数の粒子を除去し、それによって、フィルタ処理出力（
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filtered output）が生成される。なお、幾つかの実施の形態では、フィルタは、冷却粒
子混合気体内の前駆体物質を含む複数の粒子の全てを除去して、フィルタ処理出力に前駆
体物質を含む複数の粒子を全く残さないようにすることもでき、一方、他の実施の形態で
は、フィルタは、冷却粒子混合気体内から前駆体物質を含む複数の粒子の全てを除去する
わけではなく、フィルタ処理出力にある量の前駆体物質を含む複数の粒子が残ってもよい
。
【００６６】
この時点で、フィルタ処理出力は、含有率制御モジュールに流れる。なお、フィルタ処
理出力は、含有率制御モジュールに達する前に、更なる準備を施してもよい。この更なる
準備が望ましい場合、ステップ４０５において、フィルタ処理出力に対し、温度モジュー
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ル及び圧力逃しモジュールに関して上述したように、温度調整及び／又は圧力逃しを施し
てもよい。例えば、フィルタ処理出力の一部を大気に排気し、それによって、フィルタ処
理出力の圧力を低減してもよい。そして、フィルタ処理出力を熱交換器に流し、それによ
って、その温度を下げることができる。
【００６７】
ステップ４０６において、フィルタリングされた（場合によっては、温度制御され、圧
力が逃された）調整フィルタ処理出力は、含有率制御モジュールに達し、そこで、含有率
が調整される。好ましい実施の形態では、フィルタ処理出力は、第１のガスＧ１と、第２
のガスＧ２とを含み、含有率は、第２のガスＧ２に対する第１のガスＧ１の比である。上
述のように、この含有率の調整には、以下に限定されるわけではないが、ガスの量の低減
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又はあるガスの量の増加を含む１つ以上の動作が含まれる。これらの動作は、好ましくは
、例えば上述したマイクロコントローラ、センサ、タンク及び弁等の１つ以上の部品を用
いて実行される。
この含有率調整の結果、粒子生成コアに戻して、反応粒子混合気体を急冷するための調
整ガスとして再使用できる含有率調整フィルタ処理出力が生成される。
【００６８】
ステップ４０８において、導管装置（チャンネルエレメント；channeling element）は
、含有率調整フィルタ処理出力を、反応混合物の急冷における調整ガスとして使用するた
めに、粒子生成コアに再循環させ、ステップ４０２に戻る。この処理４００は、複数回繰
り返すことができ、ここで、同じ調整ガスが、何度も再循環し、再使用される。
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【００６９】
本発明の実施の形態により、粒子生産システム内で調整ガスの再循環及び再使用が可能
になる。更に、これらの実施の形態では、粒子生産システムの使用によって好ましくない
変化が生じる可能性がある調整ガスの含有率を調整することができる。本発明の実施の形
態を組み込んだ粒子生産システムでは、常に新鮮な調整ガスを供給する必要はない。新鮮
なガスが供給されると、粒子生産システムは、複数の製造期間に亘ってこれを使用するこ
とができる。新鮮な調整ガスのコストは、２回以上の製造期間に亘って分散されるので、
本発明を用いて生成される粒子の単位コストは、従来の手段によって生成される粒子の単
位コストより安価である。
【００７０】
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更に、ここに説明した幾つかの実施の形態は、出力から全ての粒子を除去するのではな
いので、許容範囲を有するフィルタを用いて、再循環を行うことができる。これらの実施
の形態により、相互汚染が大きな問題とならない専用の製造ラインにおいて、それほど高
価ではないフィルタを使用することができる。
【００７１】
本発明の構造及び動作の原理を明瞭にするために、詳細を組み込んだ特定の実施の形態
に関連して本発明を説明した。したがって、ここにおける特定の実施の形態及び詳細な説
明は、特許請求の範囲を限定するものではない。本発明の精神及び範囲から逸脱すること
なく、ここに例示した実施の形態を変更できることは当業者にとって明らかである。
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