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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　揮発化合物を熱分解し、次に形成された粒子を析出するための装置において、少なくと
も次の特徴
　圧力容器（１）、
　少なくとも１個の反応管（２）、この場合この反応管の開放端部（２ｃ）は、圧力容器
中に延び、前記開放端部の他の端部は、圧力容器の外側に位置し、ガス供給管（３）を備
えており、反応管の長手方向の軸線は、重力方向に配向され、圧力容器の長手方向の軸線
（１ｄ）と平行に配向されており、反応管は、ガス入口側（２ａ）で加熱されることがで
き、ガス出口側（２ｂ）で冷却されることができること、
　圧力容器（１）、この場合この圧力容器の下部に捕集円錐部（１ａ）を備え、反応管の
開放端部（２ｃ）は、捕集円錐部（１ｂ）のガス空間内に延びていること、
　捕集円錐部（１ａ）は、粒子（Ｐ）のための出口閉鎖ユニット（６）に接続されている
こと、および
　ガス出口単位装置（７）、この場合このガス出口単位装置は、ガス案内部材（７ａ）を
備えており、前記ガス出口単位装置のガス入口部（７ｂ）は、捕集円錐部（１ａ）のガス
空間（１ｂ）、フィルター系（８）および圧力容器の外側に位置しているガス出口（９）
と通じていることを含むことを特徴とする、揮発化合物を熱分解し、次に形成された粒子
を析出するための装置。
【請求項２】
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　圧力容器（１）の外側壁面（１ｃ）が冷却可能である、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　反応管（２）が６０～７００ｃｍの長さを有する、請求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　反応管（２）が３０～４００ｍｍの直径を有する、請求項１から３までのいずれか１項
に記載の装置。
【請求項５】
　反応管（２）が金属、窒化珪素、炭化珪素、Ｓｉ浸潤された炭化珪素または石英ガラス
から形成されている、請求項１から４までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　反応管（２）がガス入口側で電気抵抗加熱装置（４）によって被覆されている、請求項
１から５までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　反応管（２）が開放側（２ｃ）に向かって冷却単位装置（５）によって包囲されている
（２ｂ）、請求項１から６までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　反応管（２）が長さの３０～７０％に亘って加熱されうる、請求項１から７までのいず
れか１項に記載の装置。
【請求項９】
　２～３６個の反応管（２）を含む、請求項１から８までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　二重フラップ系（６ａ、６ｂ）を備えた出口閉鎖ユニット（６）を含む、請求項１から
９までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　１個以上のフィルターキャンドルを備えたフィルター系（８）を含む、請求項１から１
０までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　燒結金属、セラミック、繊維またはプラスチックから形成されたフィルターキャンドル
を含む、請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　反応管（２）およびガス出口単位装置（７）が水冷鋼製フランジにより圧力容器（１）
に接続されている、請求項１から１２までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　請求項１から１３までのいずれか１項に記載の装置を用いて、少なくとも１つの揮発性
化合物を熱分解し、次に形成された粒子を析出させるための方法において、
　相応する反応管（２）を入口側（２ａ）で揮発性化合物の分解温度に加熱し、反応管の
下部（２ｂ）を冷却し、
　揮発性の熱分解可能な化合物を不活性のガスで希釈し、このガスまたはガス混合物（Ｇ
）を相応するガス供給管（３）を介して反応管（２）に供給し、
　分解中に形成され、捕集円錐部（１ａ）中に捕集された粒子（Ｐ）を出口閉鎖ユニット
（６）を経て排出し、および
　分解反応中に形成されたガスまたはガス混合物（Ｇ′）をガス出口（９）を経て排出し
、この場合圧力容器（１）中の圧力は、一定に維持されていることを特徴とする、請求項
１から１３までのいずれか１項に記載の装置を用いて、少なくとも１つの揮発性化合物を
熱分解し、次に形成された粒子を析出させるための方法。
【請求項１５】
　反応管（２ａ）の入口側方部を基質の分解温度を上廻る温度に加熱し、揮発性化合物が
ＳｉＨ４の場合には、８００℃から１１００℃に加熱する、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　反応管（２ｂ、２ｃ）の下部を１００℃以下の温度に冷却する、請求項１４または１５
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記載の方法。
【請求項１７】
　希釈されていないモノシラン（Ｇ）または水素で希釈されたモノシラン（Ｇ）を熱分解
反応器に供給する、請求項１４から１６までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　高純度のシリコン粉末（Ｐ）を製造し、この場合生成物（Ｐ）は、捕集円錐部（５）か
らバッチ法で出口閉鎖ユニット（６）の二重フラップ系（６ａ、６ｂ）を経て排出される
、請求項１７記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光起電力的用途および電子的用途のための殊に粉末状シリコンの超微細粒子
を気相から析出させるための装置（以下、機器、反応器または熱分解反応器とも呼ばれる
）および方法に関する。
【０００２】
　モノシランの気相熱分解によって高純度のシリコンを製造することは、久しく公知であ
る（なかんずく、米国特許第４６７６９６７号明細書、ドイツ連邦共和国特許第３３１１
６５０号明細書、ドイツ連邦共和国特許第７５２２８０号明細書、ドイツ連邦共和国特許
第１１８０３４６号明細書参照）。前記の全ての方法が通常抱えている問題は、超微細粒
子をできるだけ効率的に製造し、次にこの超微細粒子をガスから分離し、捕集することで
ある。この方法は、最近デュイスブルク大学（the University of Duisburg）でさらに進
展された（Wiggers, Starke, Roth:"Silicon Particle Formation by Pyrolysis of Sila
ne in a Hot wall Gasphase Reactor", Chem. Eng. Technol. 24 (2001) 3, 第261～264
頁）。
【０００３】
　モノシランから出発し、粉末状シリコンは、次の一般的な反応式により製造される。
ＳｉＨ４→Ｓｉ＋２Ｈ２

　前記方法に適している装置は、一般に次のように構成されている：熱分解反応器は、場
合によってはＳｉＳｉＣまたは石英ガラスから形成された、垂直に配置された管を備えて
いる。この熱分解反応器は、上側半分で加熱されることができ、内部には、冷却された特
殊な鋼製ケーシングが装備されている。前記管の壁面上でのケーキングを阻止するために
、この範囲は、上方から水素でパージされる。モノシランは、純粋な形で上方から注入さ
れるかまたは適当なガスで上方から希釈され、熱い帯域中で分解される。形成される粒子
は、凝集されて、さらに管を落下し、反応により形成された水素およびパージングに使用
される水素と一緒になって冷却される。シリコンおよび水素は、下部で管を去る。次に、
窒素１００％は、吹き込まれ、水素／固体混合物が冷却され、固体を大きな成果をもって
空気圧で運搬させることができる。こうして、シリコンは、管路を通過してダストフィル
ター中に移動し、このシリコンは、捕集され、金属製フィルターキャンドルによって水素
から分離され、この場合この金属製フィルターキャンドルは、空気圧により清浄化されう
る。水素は、フィルターを去り、一般に排ガス焼却工程に移動する。シリコンは、捕獲容
器中で捕集され、排出される。
【０００４】
　この型の装置の欠点は、シリコンダストを反応器の管の出口で実質的に水平方向または
上向きに配向された管路を通して輸送することである。これは、しばしば管が閉塞される
ことをまねく。更に、欠点は、急冷によって冷却することである。それというのも、ここ
でさらにガスが添加されなければならないからである。更に、単独の管の能力は、限定さ
れており、それ故に、同時に個々の装備が必要とされることによって必然的に装置に対す
る費用は、相当なものになる。更に、フィルターケーシングからの排出の際に閉塞が幾度
も起こる。更に、欠点は、形成されるシリコンが特殊鋼の磨耗によって汚染されるという
事実にある。
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【０００５】
　本発明の目的は、上記欠点を多少とも解消させることができる方法を提供することであ
った。
【０００６】
　本発明によれば、前記目的は、特許請求の範囲に記載の特徴により達成される。それ故
に、次の有利な構成が見出された。
【０００７】
　新規の熱分解反応器は、１個以上の反応管、例えば５個の反応管を備え、これらの反応
管は、互いに独立に加熱させることができ、好ましくは、冷却された圧力容器中に装備さ
れている。生成物のための捕集円錐部は、実質的に垂直方向に配向された反応管の出口側
の下方に配置されており、即ち、圧力容器は、この圧力容器の下部が分解反応中に形成さ
れる粒子を同時に捕捉および捕集するために役立ち、この場合この捕集円錐部は、有利に
最も低い点で粉末、即ち生成物のための出口閉鎖ユニットにも接続されている。勿論、他
の生成物のために、他の材料、例えば金属材料も適当である。管の長さおよび直径は、一
般に所望の生産能力、目標の生成物および使用されるガス、ならびに希釈ガスに依存する
。本明細書中の記載内容において、０．６～７ｍの長さおよび場合によっては３０～４０
０ｍｍの直径を有する反応管を使用することは、好ましい。全ての管の上部は、１個以上
、有利に２～６個の加熱帯域を備えている。電気抵抗加熱装置を使用することは、好まし
く、この結果、反応管、即ち反応管中の分解部は、基質の分解温度を上廻る温度、有利に
８００～１１００℃に適度に加熱されうる。管中で達成されうる最大温度は、石英ガラス
に対して１０００℃であり、管の壁面で１１００℃である。殊に、５個の反応管を装備す
ることにより、本発明による装置の能力は著しく増大し、一方で同時に反応器ジャケット
および周辺技術、例えばガス調整の取り扱いに必要とされる制御技術および安全技術は、
費用有効的に使用される。反応管の下半分は、凝集帯域および融合帯域として役立ち、こ
の場合固体／ガス混合物は、同時に適当な方法で、例えば二重ジャケットの水冷によって
１００℃未満に冷却される。それ故に、異質ガスを急冷部中に供給することは、不要であ
る。こうして冷却されたガス／固体混合物は、個々の反応管を去り、一般に自由に流れる
（粒子、固体または粉末とも呼ばれる）生成物は、捕集円錐部中に滴下される。それ故に
、任意の輸送要素は不要であり、その結果、汚染および費用は、簡単に経済的方法で減少
される。この場合、固体は、例えば有利に二重フラップ系を介して気密で不活性化可能な
容器または溶融炉または他の後処理工程に下向きに排出されうる。
【０００８】
　空気圧による排出補助装置は、付加的な流動化補助装置として円錐部中に装備されてい
てよく、この空気圧による排出が重量測定法によって行なわれない場合には、この空気圧
による排出補助装置は、固体を設定時間で水素流により、堅固に合体された容器または溶
融炉中に排出する。容器または溶融炉のための入口側には、入口フラップが装備されてい
てよく、この入口フラップは、充填操作中、反応器（６ａ）の出口フラップと一緒に開放
されるかまたは選択的に二重ゲートとして操作される。
【０００９】
　水素は、適当な方法で組み込まれ同心的に配置されたフィルターまたはガス出口単位装
置を経て上部から熱分解反応器を去る。本発明により反応器中に組み込まれた前記フィル
ターは、有利に燒結金属、セラミック、繊維またはプラスチックから形成された１個以上
のフィルターキャンドルを備えており、このフィルターキャンドルの１個以上は、そのつ
ど同時に逆洗されてよく、それによって一定の圧力差に到達すると直ちにガスタンクから
のガス圧の噴射によって清浄化されうる。清浄化は、場合によっては不活性ガス、例えば
アルゴンまたは有利に分解反応からのガス、例えば水素で操作されてよい。ガスまたはガ
ス混合物は、フィルターを去り、例えば排ガス処理工程に供給されることができる。
【００１０】
　生成物と接触する全ての表面は、有利に生成物を汚染しえない材料から形成されている
かまたは該材料で被覆されている。生成物がシリコンである場合には、例えば有利にセラ
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ミックまたはプラスチック、例えばポリエチレン（ＰＥ）、エチレンテトラフルオロエチ
レン（ＥＴＦＥ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）またはシリコンを使用する
ことができる。これは、フィルターの取り扱いと一緒に、シリコンの金属汚染を回避する
。
【００１１】
　本発明においては、管とジャケットが自由に上向きに膨張しうるという事実により管の
熱膨張率とジャケットの熱膨張率との差が有利に考慮され、この場合この自由に上向きに
膨張しうるという事実は、例えば管と接続片との間に適当なシールを備えさせることによ
って簡単に達成されうる。更に、反応管は、有利に水冷される鋼製フランジによって圧力
容器の鋼製ジャケット中に維持される。
【００１２】
　図１は、本発明の好ましい実施態様を詳説するために略図が使用されている。
【００１３】
　本発明の対象は、少なくとも次の特徴：
　圧力容器（１）、
　少なくとも１個の反応管（２）、この場合この反応管の開放端部（２ｃ）は、圧力容器
中に延び、前記開放端部の他の端部は、圧力容器の外側に位置し、ガス供給管（３）を備
えており、したがって開放端部（２ｃ）は、生成物捕集円錐部（１ｂ）中に突入しており
、反応管の長手方向の軸線は、重力方向に配向され、圧力容器の長手方向の軸線（１ｄ）
と平行に配向されており、反応管は、ガス入口側（２ａ）で加熱されることができ、ガス
出口側（２ｂ）で冷却されることができること、
　圧力容器（１）、この場合この圧力容器の塔部に捕集円錐部（１ａ）を備え、反応管（
２ｃ）の開放端部は、捕集円錐部のガス空間（１ｂ）内に延びていること、
　捕集円錐部（１ａ）は、粒子（Ｐ）のための出口閉鎖ユニット（６）に接続されている
こと、
　ガス出口単位装置（７）、この場合このガス出口単位装置は、ガス案内部材（７ａ）を
備えており、前記ガス出口単位装置のガス入口部（７ｂ）は、捕集円錐部（１ａ）のガス
空間（１ｂ）、フィルター系（８）および圧力容器の外側に位置しているガス出口（９）
と通じていることを含む、揮発化合物（以下、略示するために基質とも呼ばれている）を
熱分解し、その際に形成される粒子を析出するための装置（以下、機器、反応器または熱
分解反応器とも呼ばれている）である。
【００１４】
　本発明による装置において、圧力容器（１）の外側壁面が例えば冷却剤としての水を使
用している二重ジャケット（１ｃ）によって冷却可能であることは、好ましい。
【００１５】
　更に、本発明による装置は、少なくとも１個の管状板（１ｅ）を備えていてよく、この
場合この管状板は、出口側に存在する反応管（２）を適度に包囲および安定化しており、
ならびにフィルター管（７）を適度に包囲および安定化している。フィルター管（７）お
よび反応管（２）は、有利に反応器（１）および管状板（１ｅ）に関連してＯリング（１
ｆ）によって封止されている。図１参照。
【００１６】
　本発明による装置の反応管（２）は、有利に６０～７００ｃｍ、特に有利に１００～６
００ｃｍの長さおよび３０～４００ｍｍ、特に有利に５０～２００ｍｍの直径を有する。
【００１７】
　本発明による装置において、反応管（２）は、適当に金属、窒化珪素、炭化珪素、Ｓｉ
ＳｉＣ、即ちＳｉ浸潤された炭化珪素、または石英ガラスから形成されている。
【００１８】
　本発明による装置において、反応管（２）は、有利にそれぞれガス入口側で電気抵抗加
熱装置（４）によって被覆されており、そのつど反応管（２）は、有利に長さの３０～７
０％、特に有利に４０～６０％に亘って加熱されていてよい。
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【００１９】
　更に、反応管（２）は、開放側（２ｂ）に向かって冷却単位装置（５）によって包囲さ
れている。
【００２０】
　更に、本発明による装置には、有利に２～３６個、有利に３～１８個、特に有利に４～
６個、殊に５個の反応管（２）が装備されている。
【００２１】
　圧力容器（１）の軸線に関連した捕集円錐部（１ａ）の傾斜角度を設計する場合には、
生成物の静置角度を考慮することは有利である。例えば、捕集円錐部（１ａ）の壁面と圧
力容器の軸線（１ｄ）との角度は、有利に７０゜～２０゜、特に有利に４５゜～１５゜で
ある。
【００２２】
　更に、本発明による装置は、二重フラップ系（６ａ、６ｂ）を備えた出口閉鎖ユニット
（６）を有し、この結果、生成物は、こうして後処理のために提供されてもよく、生成物
に対しても温和である、簡単で経済的な方法で排出されることができる。
【００２３】
　Ｇ→Ｐ＋Ｇ′による分解反応で生成されるガス混合物Ｇ′、図１も参照、は、本発明に
よれば、有利に１個以上のフィルターキャンドルを有するフィルター系（８）を経て排出
されることができ、この場合このフィルターキャンドルは、燒結金属、セラミック、繊維
またはプラスチックから形成されている。
【００２４】
　本発明による装置において、反応管（２）およびガス出口単位装置（７）は、有利に水
冷鋼製フランジにより圧力容器（１）に接続されている。
【００２５】
　また、本発明の対象は、本発明による装置を用いて、少なくとも１つの揮発性化合物を
熱分解し、その際に形成された粒子を析出させるための方法であり、この方法は、
相応する反応管（２）を入口側（２ａ）で揮発性化合物分解温度に加熱し、前記反応管の
下部（２ｂ）を冷却し、揮発性の熱分解可能な化合物、例えばＳｉ、Ｇｅ、Ｃ、Ｎ、Ｆｅ
、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｇａまたはその混合物から形成されている群から選択された元素を
、本明細書中で不活性であるガス、有利にアルゴンまたは水素で希釈し、このガスまたは
ガス混合物（Ｇ）を相応するガス供給管（３）を経て反応管（２）に供給し、
分解中に形成され、捕集円錐部（１ａ）中に捕集された粒子（Ｐ）を出口閉鎖ユニット（
６）を経て排出し、
分解反応中に形成されたガスまたはガス混合物（Ｇ′）（以下、略示して分解ガスとも呼
ばれる）をガス出口（９）を経て排出し、この場合圧力容器（１）中の圧力は、実質的に
一定に維持されていることよりなる。
【００２６】
　前記方法において、有利に反応管（２ａ）の入口側部分が８００～１１００℃、特に有
利に９００～１０００℃に加熱されることは、有利であり、反応管（２ｂ、２ｃ）の下部
が１００℃以下、有利に１０～６０℃に冷却されることは、有利である。
【００２７】
　殊に、本発明による方法においては、モノシランは、希釈されていない形（Ｇ）で熱分
解反応器に供給されるかまたは水素（Ｇ）で希釈される。それ故、本発明による方法は、
有利に高純度のシリコン粉末（Ｐ）を製造し、この場合生成物（Ｐ）は、有利に捕集円錐
部（５）からバッチ法で出口閉鎖ユニット（６）の二重フラップ系（６ａ、６ｂ）を経て
排出される。
【００２８】
　更に、本発明による方法は、有利に揮発化合物の熱分解による他の超微細粒子、例えば
ＳｉＨ４およびＮＨ３からの窒化珪素またはＳｉＣｌ４、Ｈ２および空気からのＳｉＯ２

の製造に使用されてもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の好ましい実施態様を詳説するための略示断面図。
【符号の説明】
【００３０】
　１　圧力容器、　１ａ　捕集円錐部、　１ｂ　捕集円錐部のガス空間、　１ｃ　二重ジ
ャケット、　１ｄ　圧力容器の長手方向の軸線、　１ｅ　管状板、　１ｆ　Ｏリング、　
２　反応管、　２ａ　ガス入口側、　２ｂ　ガス出口側、　２ｃ　開放端部、　３　ガス
供給管、　４　電気抵抗加熱装置、　５　冷却単位装置、　６　出口閉鎖ユニット、　６
ａ、６ｂ　二重フラップ系、　７　フィルター管、　７ａ　ガス案内部材、　７ｂ　ガス
入口部、　８　フィルター系、　９　ガス出口、　Ｇ　ガスまたはガス混合物、　Ｇ′　
分解反応で生成されるガス混合物、　Ｐ　粒子

【図１】
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