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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
反応器内部の内側に面し、少なくとも一つの粗い領域において１μｍ以上の中心線平均粗
さＲaを有する内面を持った第１の品質の石英ガラスで形成された基質体を備える反応器
用石英ガラスコンポーネントにおいて、前記基質体（１、７、１７）に形成され第２の品
質の石英ガラスで形成される、開放孔（３１）を有する多孔性気泡層（５、１１、１８）
が前記粗い領域に設けられることを特徴とする反応器用石英ガラスコンポーネント。
【請求項２】
前記多孔性気泡層（５、１１、１８）は、厚さが０．５～５ｍｍであり、非多孔性または
低多孔度石英ガラス中に埋設されていることを特徴とする請求の範囲第１項に記載の反応
器用石英ガラスコンポーネント。
【請求項３】
前記反応器の頂部側の前記内面に前記多孔性気泡層が設けられ、該多孔性気泡層から前記
反応器の側壁側において前記反応器におけるプラズマの出力または位置に応じて前記内面
が剥離されると予期される剥離領域が高純度石英ガラスで作られた透明層（１３）によっ
て形成されていることを特徴とする請求の範囲第１項または第２項に記載の反応器用石英
ガラスコンポーネント。
【請求項４】
前記透明層（１３）は、前記反応器の前記側壁の下部領域において低純度石英ガラス中に
埋設されていることを特徴とする請求の範囲第３項に記載の反応器用石英ガラスコンポー
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ネント。
【請求項５】
前記気泡層の前記孔の体積は、少なくとも３％であることを特徴とする請求の範囲第１項
乃至第４項のいずれか１項に記載の反応器用石英ガラスコンポーネント。
【請求項６】
前記気泡層中の前記孔の平均径は、５０～１５０μｍであり、ただし１０μｍ未満の径の
孔は、該平均値の計算に含まれていないことを特徴とする請求の範囲第１項乃至第５項の
いずれか１項に記載の反応器用石英ガラスコンポーネント。
【請求項７】
前記気泡層中の前記平均孔密度は、少なくとも３０孔／ｍｍ2であることを特徴とする請
求の範囲第１項乃至第６項のいずれか１項に記載の反応器用石英ガラスコンポーネント。
【請求項８】
ａ）ＳｉＯ2含有粒状物から基質体（１，７，１７）の生地板を作り、
ｂ）１０００℃以上の温度に加熱することにより前記生地板を部分的、または完全にガラ
ス化する
工程を含む反応器用石英ガラスコンポーネントの製造方法において、
ｃ）前記生地板を形成する間に、反応器の前記基質体の内側に面する粗い領域の前記粒状
物に、前記ガラス化の間にガスを放出しながら反応する追加成分を添加し、
ｄ）前記ガスの放出により、開放孔（３１）を有する多孔性気泡層（５、１１、１８）が
前記粗い領域に形成されることを特徴とする方法。
【請求項９】
前記生地板は、前記粗い領域において、表面に近い前記孔（３１）を前記気泡層（５、１
１、１８）中で開口することにより粗化されることを特徴とする請求の範囲第８項に記載
の方法。
【請求項１０】
前記孔（３１）の開口は、エッチングによって行われることを特徴とする請求の範囲第８
項または第９項に記載の方法。
【請求項１１】
前記孔（３１）の開口は、石英ガラス粒状物を使用するサンドブラスチングによって行わ
れることを特徴とする請求の範囲第８項または第９項に記載の方法。
【請求項１２】
Ｓｉ3Ｎ4を追加成分として使用することを特徴とする請求の範囲第８項乃至第１１項のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
工程ａ）により前記生地板の反応器の前記基質体の内面を形成する間に、前記反応器の頂
部側の前記内面に形成される前記多孔性気泡層から前記反応器の側壁側において前記反応
器におけるプラズマの出力または位置に応じて前記内面が剥離されると予期される剥離領
域において、工程ｂ）によるガラス化の間に、ガラス化して透明層（１３）を形成する高
純度ＳｉＯ2粒状物を使用することを特徴とする請求の範囲第８項乃至第１２項のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１４】
合成ＳｉＯ2で作られた高純度粒状物を使用することを特徴とする請求の範囲第１３項に
記載の方法
【請求項１５】
プラズマエッチング装置の反応器として、請求の範囲第１項乃至第７項のいずれか１項に
記載の石英ガラスコンポーネントの使用。
【発明の詳細な説明】
本発明は、反応器の内側に面していて少なくとも一つの粗い領域において１μｍ以上の中
心線平均粗さ深度Ｒaの内面を有する第１の品質の石英ガラスで作られた基質体を備える
、反応器用石英ガラスコンポーネントに関する。さらに、本発明は、ａ）ＳｉＯ2含有粒



(3) JP 4157987 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

状物から生地板を作る工程と、ｂ）１０００℃を上回る温度で加熱することにより前記生
地板を部分的、または完全にガラス化する工程とを含む、反応器用、特にプラズマエッチ
ング装置の反応器用石英ガラスコンポーネントの製造方法に関する。
上述したこの種の石英ガラスコンポーネントは、例えば、プラズマエッチング装置におけ
る反応器用石英ガラスベルジャーとして用いられる。かかるエッチング装置は、半導体ウ
ェーハをエッチングするために用いられる。半導体ウェーハの表面は、通常、化学的前処
理を施した後、酸化及び窒化コーティング等の誘電コーティング、またはケイ化物や多ケ
イ化物層等の導電性コーティングによってコーティングされる。無シリコン表面を製造す
るために、これらのコーティングは、プラズマ処理によって除去される。このプロセスに
おいて、除去された物質は、次に反応器の内面に層として堆積される。これらの層がある
程度の厚さに到達すると、層は剥離し、ある特定の問題を引き起こす。これを防ぐために
は、影響を受ける表面を時々洗浄する。この表面洗浄は、時間と金銭的な面から手間がか
かる。この出費を減らすために、洗浄工程間の期間をできる限り長く保つことが望ましい
。
粗化された表面は、より厚い層を保持することが可能であることが知られている。石英ガ
ラスベルジャーを粗化するためには、一般的にサンドブラスチングを用いる。通常、少な
くとも１μｍの平均粗さが望ましい。ＤＩＮ４７６８に準拠した中心線平均粗さＲaが確
立されている。
サンドブラスチングは、一方で、より強力なコーティング密着に貢献する石英ガラス表面
構造を生成するが、他方では、表面において裂け目が生じ始め、次第に層が剥離していく
。この結果、反応器の空間では、ある特定の問題が生じる。さらに、石英ガラスベルジャ
ーの内面全体の均質処理と、サンドブラスチングの過程で精度ある寸法の維持の均質処理
が問題となる。この内面の粗さは、サンドブラスチングを繰り返し行った結果変化する。
これによって、石英ガラスベルジャーの連続有用性、ひいてはその寿命の見込みに、不利
な影響を与え得る。
石英ガラスベルジャーを製造するために、石英ガラスるつぼの製造において使用されるよ
うな流し込み技術を使用してもよい。ＣＶＤコーティング装置の反応器用石英ガラスベル
ジャーの製造方法は、欧州特許出願公開２，７１５，３４２号公報に記載されている。ま
ず、金属注型鋳型を結晶質又は非晶質のＳｉＯ2粉末で満たし、注型フォームをその垂直
軸回りに回転させて、２００ｍｍ程度の厚さの粒状外皮層に形成する。この外皮層は、次
に、電気アークによって内側から加熱され、溶融または焼結される。このようにして製造
された石英ガラス生地板の内面は、コンパクト且つ滑らかである。上記で提案されたサン
ドブラスチング方法は、粗化に適する。石英ガラスベルジャーは、生地板にフランジを融
合することによって完成する。
既知の方法は、粒状物を流し込む過程及びガラス化の過程における温度領域の均一性につ
いて特に敏感である。サンドブラスチングが施された後の内面の粗さは、これに基づく。
この粗さを再現可能に維持するためには、費用が嵩む。
本発明の目的は、反応器においてできる限り粒子を発生させないと共に、コーティングの
高密着性及び有効寿命が特に長いことによって特徴づけられる石英ガラスコンポーネント
を提供することである。さらに、本発明の目的は、所定の表面の粗さの再現可能に調節で
きる上記の石英ガラスコンポーネントを製造する簡易な方法を提供することである。
石英ガラスコンポーネントに関して、上記目的は、第２の品質の石英ガラスの開放多孔気
泡層が粗い領域の第１の品質の基質体に形成される点において、上述した石英ガラスベル
ジャーに基づいて達成される。
この粗い領域は、反応器の内部空間に対面する石英ガラスコンポーネントの内面のその部
分を包含し、この場所へ、例えば、想定される石英ガラスコンポーネントの使用の際に、
物質層の堆積が予想される。石英ガラスコンポーネントの内面全体が包含されてもよい。
物質層の堆積は、化学反応または物理的方法、例えば加熱、蒸発、溶融、昇華等によって
発生する。物質層の密着を気泡層によって改良することができるのみならず、透過または
蒸着等、粗い領域における石英ガラスコンポーネントの光学的特性を特に制御することが
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できる。
粗い領域における開放孔により、これに堆積される物質層の堅固な密着について、特に好
適なタイプの表面粗さが得られる。開放孔は、粗い領域に表面の微細構造を形成し、この
構造が、複数の密着位置及びこれに堆積される層の作用点によって特徴づけられる。さら
に、多孔構造は、この結果得られた張力の三次元的分布を想定することによって、石英ガ
ラスとコーティング材料との間に有益な張力分布を寄与する。物質層の特に高い密着性は
、開放孔によって得られ、石英ガラスコンポーネントの内面に、特に厚い物質層を剥離す
る怖れなく堆積させることができる。従って、洗浄間の期間が延長され、石英ガラスコン
ポーネントの有効寿命がさらに長くなる。
このことは、多孔性気泡層を粗い領域に設けることによっても促進される。表面近くの部
位に開放孔を設けることに加え、気泡層もまた内面すぐ近くで終結しない孔を含む。これ
らの孔は、閉塞していてもよい。深く埋設されるこれらの孔は、例えば、エッチング装置
における石英ガラスコンポーネントの指定使用中に、あるいはエッチング又はサンドブラ
スチングによって堆積された層を除去する過程において、表面近くの多孔層を除去した結
果、表面すぐ近くの開放孔となる。従って、開放多孔度により特徴づけられる表面の微細
構造は、気泡層が除去されない限り、変化しないか、あるいは非常に僅かに変化するだけ
である。これにより、内面の粗さが一定（時間に対して）となり、このため石英ガラスコ
ンポーネントの有効寿命が長くなる。
気泡層は、基質体に形成される。これにより、粗い部分における石英ガラスコンポーネン
トの壁厚さの一部のみを形成する。従って、石英ガラスコンポーネントは、異なる石英ガ
ラス品質の少なくとも２層を含み、ここで「品質」という用語は、化学的、物理的又は光
学的な特性の合計を意味する。石英ガラスコンポーネントの一部のみからなる気泡層は、
例えば、物質層の接着に関して最適化される一方、基質体は、透過、機械的安定度または
製造コスト等の他の特性に関して利点を有する。
次に、「反応器」という用語は、加熱、蒸発、溶解、昇華等の化学的な反応または物理的
なプロセスが、部分的または完全に行われる反応容器をいう。石英ガラスコンポーネント
は、例えば、反応容器のカバーとして、または反応容器自体として機能する。このような
容器は、例えば、ベル型、管型、深皿型の多くの形態で知られている。
多孔性気泡層の平均の厚さは、０．５ｍ～５ｍｍであるのが好ましく、非多孔性または低
多孔度石英ガラス中に埋設されている。多孔性気泡層は、大きな特定の表面によって特徴
づけられる。気泡層の横膨張は、必要な制限を越えないように、比較的軽くスパッタリン
グされる。気泡層は、石英ガラスコンポーネントの使用中に、最も多い付着が予期される
内面の領域にのみ与えられる。それを越えると、内面は、非多孔性または低多孔度になる
可能性がある。石英ガラスは、１０μｍより小さい平均径を有する気泡を考慮せずに、気
泡密度が０．００３／ｃｍ3を越えない場合、低多孔度と考えられる。気泡層の厚さは、
石英ガラスコンポーネント内で変化する。例えば、より剥離された領域では厚く、この領
域の縁に向かって徐々に薄くなる。気泡を含んでいるため、気泡層は、より厚い気泡層が
、反応器中の入射が遮断されるか、あるいは反応器からの光放射の分散が減少させられる
領域において有用であり得るように、低い光透過性によって特徴づけられる。
層のない縁は、非多孔性または低多孔度石英ガラスにおいて、気泡層を埋設することによ
って回避される。このような層のない縁は、付着した層の接着性を低減させ、汚染の原因
となる可能性がある。気泡層の側縁は、非多孔性または低多孔度の石英ガラスの領域に連
続的に移行することができる。
本発明による石英ガラスコンポーネントの特に有利な実施例において、剥離領域の内面は
、高純度石英ガラスで作られた透明層によって形成されている。それは、反応器における
プラズマの出力または位置に応じて、石英ガラスコンポーネントの内面の剥離が剥離領域
において発生することが可能となるからである。石英ガラス中に含まれる不純物のために
、剥離によって反応器内部の汚染が引き起こされる可能性がある。本発明によると、高純
度石英ガラスの透明層は、剥離領域に提供される。透明層は、非多孔性及び透明であり、
完全にガラス化された石英ガラスからなる。それは、剥離に抵抗する小さな特定の表面に



(5) JP 4157987 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

よって特徴づけられる。さらに、高純度石英ガラスは、反応器に与える汚染を可能な限り
確実に少さくする。高純度石英ガラスは、合成石英ガラスであると理解される。それは、
比較的高価であるが、透明層は、内面の一部のみに形成されるため、製造コストを低く保
つことができる。
これは、平均の厚さが０．５ｍｍから５ｍｍであり、層が低多孔度の石英ガラスに埋設さ
れた透明層について特に当てはまる。透明層は、低多孔度の石英ガラスを被覆すると同時
に、縁部において低多孔度石英ガラスに移行する。自由縁及びそこから生じる上述した不
都合な点は、防止される。透明層は、均一な厚さである必要はない。
本発明による石英ガラスコンポーネントの特定の利点は、応力を変化させる対象となる内
面、すなわち一方では粗面域で他方では剥離領域である内面は、それらの化学的、光学的
または形態学的な特性における各々の応力に調整される。
特に有利な気泡層は、平均孔体積が少なくとも３％、好ましくは少なくとも５％であるも
のとして示されてきた。この３％の体積より下では、気泡層の効果が、特に接着性を考慮
した際、小さくなる。
気泡層は、孔の直径の平均が５０μｍ～１５０μｍの間である、物質コーティングの接着
性に関して、有用であると示されてきた。非常に小さな直径を有する孔は、孔の直径を確
立するために、直径が１０μｍより小さい孔は考慮しないように、これに関連して無視す
ることができる。
気泡層における孔密度の平均が少なくとも３０孔／ｍｍ2である石英ガラスコンポーネン
トの実施例は、物状層の特に高い接着性によって特徴づけられる。
当該方法を考慮する限り、上述した目的は、冒頭に記載された方法の工程ａ）及びｂ）を
基礎にして、
ｃ）生地板の内面形成中に、粗い領域の前記粒状物に、ガスを放出しながらガラス化中に
おいて反応する追加成分を添加し、
ｄ）前記ガスの放出により、多孔性気泡層が粗い領域に形成される、という点で達成され
る。
本発明による方法において、生地板の内面の粗い領域の形成中に、気泡層が形成される際
の粒状物のガラス化中にガスを放出する追加成分は、ＳｉＯ2含有粒状物に添加される。
具体的に、粗い領域の内面は、孔に代わる。気泡層の厚さ及び膨張は、追加成分の量と局
所分布とによって規定される。
内面の形成中、生地板は、まだガラス化されていない多孔質体あるいは石英ガラス体であ
る。上述した方法の工程ａ）及びｂ）は、同時にまたは連続して実行することができる。
内面の形成中における追加成分の特定の局所分布は、当業者に対して問題を提示しない。
従って、多数の方法、例えば注入、拡散、コーティングが知られている。特に、注入技法
と呼ばれるものにおいては、追加成分を含有するＳｉＯ2粒状物が、注型フォームの中に
注入している間に電気アークによって軟化され、同時に、次にそれが接着する内壁に対し
て、電気アークによって生成されたガス流れによって押し進められる。
追加成分をＳｉＯ2粒状物に添加する方法は、本発明にとって重要ではない。例えば、混
合またはドーピングによって添加してもよい。また、追加成分と飽和している、あるいは
追加成分によってコーティングされているＳｉＯ2を用いることも可能である。重要なこ
とは、１５００℃～２０００℃の間にある通常のガラス化温度において、追加成分がガス
を放出するということである。そのガスは、例えば追加成分の分解または化学反応によっ
て形成できる。ガラス化の間に、粗い領域の柔らかい内面は、ガスの放出のために泡状に
なる。
気泡量の範囲は、解放される気体の体積に依存し、またガラス化中の石英ガラスの粘度に
依存する。該範囲は、追加する組成物の種類及び量、またガラス化の温度を調節すること
によって、再生産可能な仕方を以って調節が可能である。気泡量は、実質的に、その後の
堆積域における内面の粗さを決定するため、それもまた、再生産可能な仕方を以って容易
に調節され維持される。
内面のガラス化後、気泡層の表面は、滑らかである。これは、気泡層の表面が閉じた孔を
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呈するが、開いた孔については皆無かごく少数であることを意味する。しかしながら、粗
面域を粗くするために内面の更なる処理は、必ずしも必要ではない。これは、その後の石
英ガラスコンポーネントの使用中に、石英ガラスコンポーネントの洗浄時であれ、または
その専用用途に使用している時であれ、内面が磨耗に必然的にさらされるからであり、そ
れにより気泡層の閉じた孔が開かれ、結果として所望の表面粗さが得られる。気泡層の閉
じた平滑表面は、例えば石英ガラスコンポーネントやその生地板の輸送時に、表面が汚染
されにくいという利点を有し、より容易に清浄化できるという利点をも有する。
通常、所望の表面粗さは、すでに製造時に生じる。気泡層表面に近い孔は、粗さを生じさ
せるため、開口される場合もある。孔を開くために、気泡層の表面は剥がされる。このた
めには、研磨や、サンドブラスチングまたはエッチング等の既知の工程が好適である。よ
って表面粗さは、主として孔の密度及び大きさに依存する。孔の密度及び大きさは、気泡
層の気泡量に依り、上述したように必要に応じて再生産可能に調節することができる。剥
がされる層の厚さは、例えばエッチングにより孔を開く時、粗面域において得られる内面
粗さが、内面への損傷を伴わない程度に少ないものである。それにより、高い付着可能性
を有する、粗く且つ損傷のない内面が作られ、またこの内面は、粒子の問題に寄与しない
。当初に述べたようなサンドブラスチングを施した内面の有する不利な点は、こうして回
避することができる。
しかし、特に好適であるのは、エッチングにより孔を開く方法である。それにより、内面
への損傷が避けられる。
あるいは、石英ガラス粒状物を用いたサンドブラスチングを施すことにより、孔を開くこ
ともまた有利である。石英ガラス粒状物は、例えばＳｉＣ等のサンドブラスチング粒状物
に比べ比較的軟質である。従って、内面は、僅かに傷つくだけで済む。サンドブラスチン
グは、比較的大規模に層を剥がすことを要求する表面粗さの生成を目的とはしておらず、
比較的小規模に剥がせば十分である気泡層の孔の開口のみを意図しているため、より軟質
な粒状物の使用も可能である。
追加組成物としてＳｉ3Ｎ4を使用することは、特に有利であることが示されている。Ｓｉ

3Ｎ4は、酸素含有雰囲気下におけるＳｉＯ2粒状物のガラス化中に酸化され、一方窒素と
ＳｉＯ2を含む気体が形成される。石英ガラスコンポーネントの有用性を減じる半導体有
毒物は、発生しない。これに関し、石英ガラスに含まれるＳｉ3Ｎ4であっても、問題を生
じない。
特に有利な製法においては、方法工程ａ）による生地板内面の形成時に、高純度なＳｉＯ

2粒状物が剥離領域に使用され、方法工程ｂ）によるガラス化時に、この粒状物がガラス
化されて透明層を形成する。剥離領域の効果及び配置に関しては、本発明によるコンポー
ネントに関わる、上記の対応する議論に注意を向けるべきである。
高純度な石英ガラス粒状物は、剥離領域においてのみ使用され、他ではより安価な粒状物
が用いられる。高純度なＳｉＯ2粒状物は、合成ＳｉＯ2から製造された粒状物であること
が理解される。
石英ガラスコンポーネントは、フランジを形成し、可能であれば粗面域を粗くすることに
より完成される。従って本発明による方法は、石英ガラスコンポーネント内面の化学組成
及び形態に関して異なる領域を形成することを可能にし、またそれらの種々の応力レベル
及び機能について、それらを最適化することを可能にする。
本発明による石英ガラスコンポーネントは、プラズマエッチング装置の反応器として使用
される場合に、特に好適であることが示されている。
以下、実施例及び図を用いて、より詳細に本発明を説明する。特に図示されているものと
して、
図１は、石英ガラスのベル状をした本発明によるコンポーネントの第一実施形態を示す模
式断面図であり、
図２は、本発明によるベルジャーの他の実施形態を示す、これもまた模式的な断面図であ
り、
図３は、加熱パイプ状をした本発明によるコンポーネントの他の実施形態を示す模式断面
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図であり、
図４は、気泡層の走査電子顕微鏡画像である。
図１は、ドーム型の基部本体１を有する石英ガラスベルジャーを示し、ドームカバーは参
照番号２、側壁は３で示されている。ドームカバー２と側壁３との間の移行は、流動的で
ある。基部本体１の自由縁には、フランジ４が設けられている。基部本体１及びフランジ
４は、天然の石英原材料を溶融した不透明な石英ガラスから成る。
基部本体１の内壁は、以下ＨＭＢＬ層（ｈｉｇｈ ｍｉｃｒｏ ｂｕｂｂｌｅ ｌａｙｅｒ
、高微細気泡層）５と呼ばれる多孔質の層によりコーティングされ、かつ透明石英ガラス
層６によりコーティングされている。ＨＭＢＬ層５は、ドームカバー２の全体、並びに側
壁３の最大部分を被覆している。側壁３の下部領域において、ＨＭＢＬ層５は、石英ガラ
ス層６に移行している。両層４及び５の厚さは、約４ｍｍである。
ＨＭＢＬ層５の表面構造は、図４の走査電子顕微鏡画像に見ることができる。ＨＭＢＬ層
５は、孔の径が１００μｍ未満である複数の開いた微細孔３１を含む。平均孔直径は、約
５０μｍである。径が約２０μｍ以上である比較的大きい開放微細孔の表面単位あたりの
密度は、５００／ｍｍ2である。微細孔３１は、その上に堆積する物質の付着点を形成し
、内面の粗さに寄与する。また、図４に示される表面は、石英ガラス粒状物を用いたサン
ドブラスチングにより粗くされ、付着している粒子を除去するために、その後短時間エッ
チングされる。平均表面粗さＲaは、ＤＩＮ４７６８により測定すると、１１μｍであっ
た。
表面は、そこに堆積した層がしっかりと付着することを確実にする。表面近くの損なわれ
た層に由来する粒子の問題は、観察されなかった。図示の表面構造により堆積可能な層は
、４０％増加した。特に、以前は層の最大の厚さが約１２５μｍであったのに対し、厚さ
１８０μｍの材料層のしっかりとした接着が得られた。
このように、材料層は、ＨＭＢＬ層５と大変よく接着する。図１に示される実施形態にお
けるこのＨＭＢＬ層５は、側壁の下部部分を除いてベルジャーの内側表面全体に亙り、こ
の示された石英ガラスベルジャーは、材料の堆積が反応器の内側スペース全体を占める用
途に特に適している。例えば、これはＣＶＤ堆積装置に当てはまる。
図２の概略図は本発明によるコンポーネントの、石英ガラスのベル形態におけるさらなる
実施形態の側面図を示している。この石英ガラスベルジャーは、回転的に対称であり、回
転軸までの部分だけが図２に示される。
基部本体７は、ドームカバー９へと移行する側壁８を含んでいる。基部本体７の自由縁に
は、内径約４０ｃｍのフランジ１０が設けられている。基部本体７とフランジ１０とは、
天然の石英材料から溶融された不透明な石英ガラスでできている。
ドームカバー９の領域において、基部本体７の内側に、約２ｍｍの厚さを有するＨＭＢＬ
層１１が設けられていて、フランジ平面１５に突出している場合、内径は約３０ｃｍとな
る。ＨＭＢＬ層１１の形態は、図４に示される表面の構造と対応しており、参照のため上
記データを付す。
ＨＭＢＬ層１１は、フランジ平面１５に突出するリング形の層によって包囲されており、
前記層を以下、ＴＨ層１３という。ＴＨ層１３は、高純度の透明な合成石英ガラスででき
ており、かつ約２ｍｍの厚さを有している。このＴＨ層の幅は、約１０ｃｍである。
ＴＨ層１３は、次にＴＨ層１３から石英ガラスベルジャーの下部縁へと延びるさらなる石
英ガラス層１４へと移行する。
図２に示される石英ガラスベルジャーの実施形態において、ＨＭＢＬ層１１は、材料の堆
積がベルジャーの指定された使用中に予想される粗面域を被覆する。一方、ＴＨ層１３は
、ベルジャーの壁材料が剥離されると予期される石英ガラスベルジャーの剥離領域を被覆
する。このＴＨ層１３は、高純度合成石英ガラスで構成されているため、反応器の空間の
汚染に関する限り、かかる剥離は重要でない。
従って、図２による石英ガラスベルジャーは、材料剥離領域が粗面域から間隔を置いて配
置された場合、粗面域の材料層の堆積と石英ガラスベルジャーの材料剥離領域における材
料の剥離とを同時に行う用途に特に適している。例えば、これは半導体ウェーハの洗浄用
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図２に示される石英ガラスベルジャーの製造方法の例を以下に説明する。
石英ガラスベルジャーの母材は、既知の注入技術によって形成される。このために、金属
溶融鋳型がまず石英の砂で満たされ、縦軸を中心に鋳型を回転させて、砂は、厚さ約２０
ｍｍの層で粒状物の外層に形成される。そして、製造された外層は、その後内側から電気
アークにより加熱されて、不透明な石英ガラスを形成するよう工程において焼結される。
重量比０．０８％のＳｉ3Ｎ4が加えられた石英の砂を、ドームカバー９の領域において、
外層の焼結の間に鋳型に注入する。電気アークによって生成されるガス流れは、粉末の混
合物がＨＭＢＬ層１１を形成しながら溶融するドームカバー９の方向において、粉末の混
合を促す。同時にＨＭＢＬ層１１の微細孔は、Ｓｉ3Ｎ4と酸素との反応及び対応するガス
の放出によって形成される。
それから、電気アークを溶融鋳型から上方にゆっくりと引抜きながら、高純度合成石英ガ
ラスの粒状物がＳｉ3Ｎ4石英砂の代わりに注入される。この透明なＴＨ層１３は、この工
程中に、側壁８の剥離領域に、上記で述べた工程によって形成される。
電気アークが外層の縁領域に達すると同時に、石英の砂は、再び高純度合成石英ガラスの
粒状物の代わりに注入され、該砂は、石英ガラス層１４を形成する。
母材が冷却した後、ＨＭＢＬ層１１の周りの堆積領域は、サンドブラスチングによって再
び粗くされ、また簡潔なエッチングによって洗浄され、図４に示す開放した微細孔を備え
る表面構造が形成される。比較的柔らかい石英ガラス粒状物は、サンドブラスチングに使
用されるため、その表面の損傷は、最小限に抑えられる。それからフランジ１０が溶かさ
れて、石英ガラスベルジャーが完成する。
図３に示すコンポーネントは、垂直方向の加熱パイプ１６であり、このパイプを通って、
石英ガラス粒状物は移動し、また約１５００℃の高温まで加熱される。ＳｉＯ2は、この
工程において蒸発し、加熱パイプの内壁のより低温のスポットにおける昇華物として凝縮
される。
加熱パイプ１６は、内側において全体にＨＭＢＬ層１８を設けた石英ガラスパイプ１７を
備えている。厚さ約４ｍｍのＨＭＢＬ層１８は、昇華物用の高接着性能によって特徴づけ
られるため、加熱パイプ１６の内壁からの昇華物の粒子が落下することを防ぐ。ＨＭＢＬ
層１１の形態は、図４に示される表面構造と対応しているため、参照のため上記データを
付す。
石英ガラスパイプ１７は、ＳｉＯ2粒状物が縦軸を中心に回転する水平方向配置された鋳
型に加えられている、既知の溶融方法によって製造されており、前記粒状物は、前記鋳型
で溶融する。石英ガラスパイプ１７は、回転によって鋳型の内壁に形成される。その後、
まだ熱い石英ガラスパイプ１７の内壁は、全長及び周囲に亙って石英ガラスの砂で覆われ
ており、この砂は、重量比０．０８％のＳｉ3Ｎ4と重量比０．０２％のＳｉＣとで混合さ
れている。この石英ガラスのパイプは、内側をコーティングされており、縦軸を中心に回
転する一方で、酸化された雰囲気で温度１６００℃まで加熱される。多孔質ＨＭＢＬ層１
８の形成につながる気体炭素／窒素化合物を放出しながら、この内部コーティングの粉末
の混合は溶ける。
このように製造した生地板を冷却した後、堆積領域、この場合はＨＭＢＬ層１８全体は、
より粗くなり、エッチングによって洗浄される。
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