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(57)【要約】
　　【課題】保温装置内の温度環境の変化を防止して安
定した操業を行い、金属不純物による汚染のない、太陽
電池の基板材として好適な多結晶シリコンを製造するこ
とができるシリコンの電磁鋳造装置を提供する。
　　【解決手段】無底冷却モールドと、加熱用誘導コイ
ルと、前記モールドの下方に配置され、凝固したシリコ
ンを徐冷する保温装置を有し、前記誘導コイルによる電
磁誘導加熱により溶融したシリコンを下方に引き下げ凝
固させるシリコンの電磁鋳造装置であって、モールド１
と保温装置３の外枠６との間の隙間に、炭素繊維材８ａ
の上に断熱材８ｂが載置されてなる保温ボード８が配置
された電磁鋳造装置。前記炭素繊維材は、少なくとも１
箇所で切断されていることが望ましい。炭素繊維材に替
えて炭化珪素製またはアルミナ製の部材も使用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸方向の一部が周方向で複数に分割された導電性の無底冷却モールドと、このモールド
を取り囲む誘導コイルと、前記モールドの下方に配置され、凝固したシリコンを徐冷する
保温装置を有し、前記誘導コイルによる電磁誘導加熱により溶融したシリコンを下方に引
き下げ凝固させるシリコンの電磁鋳造装置であって、
　前記保温装置の外枠上に、前記モールドと保温装置の外枠の間の隙間を埋める保温ボー
ドが配置され、当該保温ボードは炭素繊維材の上に断熱材が載置されてなることを特徴と
するシリコンの電磁鋳造装置。
【請求項２】
　前記炭素繊維材が少なくとも１箇所で切断されていることを特徴とする請求項１に記載
のシリコンの電磁鋳造装置。
【請求項３】
　前記炭素繊維材に替えて炭化珪素製またはアルミナ製の部材が使用されていることを特
徴とする請求項１に記載のシリコンの電磁鋳造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁誘導による連続鋳造技術を適用してシリコンインゴットを製造すること
ができるシリコンの電磁鋳造装置に関し、特に、太陽電池の基板材として用いられる多結
晶シリコンを、金属による汚染を生じさせずに、効率よく製造することができるシリコン
の電磁鋳造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周方向に分割された無底の冷却モールドが取り付けられた電磁誘導による連続鋳造装置
（以下、「電磁鋳造装置」という）を使用すれば、溶解された物質（ここでは、溶融シリ
コン）とモールドとはほとんど接触しないので、不純物汚染のない鋳塊（シリコンインゴ
ット）を製造することができる。モールドからの汚染がないので、モールドの材質として
高純度材料を使用する必要がないという利点もあり、また、連続して鋳造することができ
るので、製造コストの大幅な低下が可能である。したがって、電磁鋳造装置は、従来から
太陽電池の基板材として用いられる多結晶シリコンの製造に適用されてきた。
【０００３】
　図２は、多結晶シリコンの製造に好適な電磁鋳造装置の構成例を模式的に示す図である
。同図に示すように、加熱用誘導コイル２の内側に、内部を水冷できる縦方向に長い銅製
の板状片が、誘導コイル２の巻き軸方向と平行に、かつ誘導コイル２内では相互に絶縁さ
れた状態で配列されており、この板状片によって囲まれた空間がモールド（すなわち、側
壁部が水冷されている無底の冷却モールド）１を構成する。冷却モールド１には、通常、
板状片を銅片とした水冷銅モールドが用いられる。
【０００４】
　加熱用誘導コイル２の下端位置（すなわち、冷却モールド１の底部に相当する位置）に
は下方に移動できる支持台１１が設置されている。また、加熱用誘導コイル２の下側には
、凝固した鋳塊（シリコンインゴット９）を加熱して、急激な冷却を防ぐための保温装置
３が設置されており、保温装置３の下側には、均熱筒１２が取り付けられている。シリコ
ンインゴット９は引抜き装置（図示せず）により下方に引き抜かれる。
【０００５】
　冷却モールド１の上方には、溶解中に原料をモールド１内に投入できる原料投入機１３
が設置されている。さらに、この例では、モールド１の上方に、必要に応じて原料シリコ
ンを加熱するための発熱体１４が取り付けられている。発熱体１４としてプラズマトーチ
を配置し、必要に応じてプラズマアークによる加熱を行うのが望ましい。
【０００６】
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　これらの諸装置は、溶融シリコン１５および高温のシリコンインゴット９が大気と直接
触れることがないように、密閉容器１０内に設置され、通常は、容器１０内を不活性ガス
で置換して、若干の加圧状態で連続鋳造が行えるように構成されている。
【０００７】
　多結晶シリコンの製造に際しては、モールド１にシリコン原料を充填し、加熱用誘導コ
イル２に高周波誘導電流を通じると、原料は発熱し、溶解する。モールド１内の溶融シリ
コン１５は、誘導電流により板状片と反発し、モールド１の側壁とは接触しない。溶融シ
リコン１５が十分均一化した後、支持台１１を少しずつ下方に移動させていけば、誘導コ
イル２から離れることにより冷却が始まり、モールド１内の溶融シリコン１５に向けての
一方向性凝固が進行してモールド断面と同じ形状の断面を有するシリコンインゴット９が
形成される。
【０００８】
　支持台１１の下方への移動分に対応して溶融シリコン１５の量が減少するので、その分
の原料シリコンを原料投入機１３から供給し、溶融シリコン１５の上面が常に同じ高さレ
ベルを保つようにして、加熱溶解、引き抜き、原料供給を継続していくことにより、多結
晶シリコンインゴット９を連続して製造することができる。
【０００９】
　ところで、前記冷却モールド１の側壁の下端外縁部と保温装置３の外枠の上端内縁部と
の間には隙間（図２中に破線で囲み、符号ａを付した部分で、以下、単に「モールドと保
温装置の外枠との間の隙間」という）が形成されている。これは、モールドと保温装置の
断面寸法が異なることによるものであり、その間隔が広くなるに伴い、保温効果の低下が
大きくなり、保温装置内の温度環境が変化して、同一条件での鋳造ができなくなって安定
した操業が困難となる。したがって、隙間を断熱材からなる保温ボードで覆う等の対策が
講じられている。
【００１０】
　モールドと保温装置の外枠との間の隙間を小さくするために、保温ボードを保温装置の
外枠と一体型にすることも可能であるが、保温ボードは劣化が激しいので、通常は、保温
装置とは別の、容易に交換できる部品構成としている。
【００１１】
　図３は、モールドと保温装置の外枠との間の隙間およびそれに対する対策例を模式的に
示す図で、（ａ）は全体の斜視図、（ｂ）は（ａ）のＩ－Ｉ矢視断面図である。
【００１２】
　図３に示すように、モールド１の外側に加熱用誘導コイル２が取り付けられ、モールド
１の下方にインゴット９を保温するための保温装置３が設置されている。このモールド１
と保温装置３の外枠６（その内側に断熱材５が取り付けられている）との間に隙間（図３
（ｂ）中に破線で囲んだ部分）が形成されており、図示した例では、その隙間に断熱材か
らなる保温ボード８が取り付けられている。断熱材としては、アルミナおよびシリカを主
成分とした高耐熱の断熱ボードが使用されている。
【００１３】
　しかしながら、この断熱材の保温ボードは、断熱性には優れているものの、使用を重ね
ていくうちに脆くなるという欠点がある。保温ボードは、１回の鋳造を終了する毎に取り
外す必要があるが、脆くなっているために取り外しが容易ではなく、破損が生じやすいと
いう問題がある。
【００１４】
　この電磁鋳造装置におけるモールドと保温装置の外枠との間の隙間対策について、特許
公報その他の文献で公にされたものは見当たらない。しかし、類似する隙間対策として、
例えば、特許文献１には、炉頂に開口する鋼板の挿入・抽出口を備えたバッチ式加熱炉に
おいて、保温カバー装置の下端を前記挿入・抽出口に埋没させて炉を密封するに際し、挿
入・抽出口周縁に弾性体であるフェルトを配して炉内の熱や雰囲気ガスの大気中への漏洩
を遮断する保温カバー装置が開示されている。フェルトの材質についての記載はないが、
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繊維状の耐火材が素材として使用されていると考えられる。
【００１５】
　同文献に記載されるフェルトは、前記モールドと保温装置の外枠との間の隙間が狭い場
合には、適用の可能性も考えられる。しかし、隙間が比較的広い場合、フェルトには剛性
がないので適用が難しく、断熱効果においても十分ではないと考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】実開平５－８５８３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたもので、モールドと保温装置の外枠との間の
隙間に、強度および耐久性に優れ、取り付け取り外しが容易な保温ボードを配置すること
により、保温装置内の温度環境の変化を防止して安定した操業を行い、しかも、金属不純
物による汚染のない、太陽電池の基板材として好適な多結晶シリコンを製造することがで
きるシリコンの電磁鋳造装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明者は、上記の課題を解決するために、現在使用している断熱材からなる保温ボー
ドの補強を考えた。すなわち、当該断熱材は使用により脆くなるという欠点があり、交換
時に破損し易くなるので、補強材を使用して、この補強材の上に断熱材を載置する方法に
ついて検討した。
【００１９】
　断熱材からなる保温ボードの補強材としては、適度な強度を有すること、高耐熱性であ
ること、熱変形に耐えられること等が要求される。これらの要求を満たす材料として、ア
ルミナ、炭化珪素等のセラミックスや、モリブデン、タンタル、タングステン等の高融点
金属などが適用できる可能性がある。これらのうち、高融点金属は金属汚染が生じるおそ
れがあるので望ましくない。また、炭化珪素等のセラミックスは、コスト高になるという
難点がある。
【００２０】
　そこで、保温ボードの補強材として、前記の要求を満たすと考えられる繊維状断熱材（
但し、高温に耐える無機質材）の適用を検討した。繊維状断熱材は、断熱性能が高く、フ
ェルト状、バルク状、板状などとして、あるいは、吹付け材、複合材料の充填材として多
用されている。このうちの、特に炭素繊維材で板状に成形されたものは、比較的安価で、
割れたりすることもなく、取り扱いが容易であり、保温ボードを保持するための補強材と
して十分適用が可能と考えられる。
【００２１】
　まず、断面寸法が３４５ｍｍ×５０５ｍｍの水冷銅モールドを有する電磁鋳造装置にお
いて、厚さが５ｍｍ程度の炭素繊維材の上に断熱材を載せてドーナツ形の（角形リング状
の）保温ボードとし、モールドと保温装置の外枠との間の隙間を覆うように載置して（つ
まり、保温ボードで隙間を埋めて）、長さ４０００ｍｍのシリコンインゴットを鋳造した
。その結果、断熱材は脆くなったが、その下の炭素繊維材には何ら異常はなく、断熱材と
炭素繊維材とを一体として容易に取り外しができることを確認した。
【００２２】
　ところが、一方で、断熱材とともに保温ボードを構成する炭素繊維材が赤熱した。また
、従来の断熱材のみからなる保温ボードの使用中にも生じていた問題であるが、保温装置
の外枠自体が発熱、溶損し、また外枠を締結するためのボルトの赤熱が認められた。
【００２３】
　前記図３に示したように、保温装置３は、加熱手段４（電熱式のヒーター）および断熱
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材５を有し、その外周に加熱手段４および断熱材５を支持し固定するための外枠６が取り
付けられている。この外枠６は、４枚（面）のステンレス鋼製の板からなり、互いに隣接
する２枚毎に絶縁材を挟んで金属製のボルト７で締結されている。外枠自体の溶損や、外
枠締結用のボルトの赤熱は、加熱用誘導コイルからの磁力による誘導電流が、断熱材の補
強に用いた炭素繊維材に流れてこれを赤熱させ、その影響が周辺の外枠やボルトに及んだ
ことに加え、誘導コイルから外枠やボルトへの直接の影響もあったものと考えられる。
【００２４】
　外枠の溶損は、外枠６を構成する４枚の板材のうち、誘導コイル２の支持部（図３（ａ
）中に符号ｂを付した部分）の直下に位置する面（この面を、以下「Ｂ面」ともいう）で
特に大きかった。外枠６には、ヒーターの電極や、保温装置３内の温度を測定するための
熱電対（いずれも図示せず）が取り付けられているが、Ｂ面に取り付けられた熱電対の破
損も多かった。また、外枠締結用のボルトは金属製なので、誘導電流がボルトに集中して
ボルトが赤熱し、さらには溶損する場合もあった。
【００２５】
　保温装置の外枠やボルトが赤熱、溶損すると、雰囲気中に金属汚染物質が導入されるこ
ととなりシリコンインゴットが汚染される。金属不純物は、太陽電池としての変換効率（
入射した光のエネルギーに対し、電気エネルギーに変換して取り出すことができるエネル
ギーの割合）を低下させるので、太陽電池の基板材として用いられる多結晶シリコンの製
造においては特に厳重な管理が必要とされる。また、外枠の寿命が短くなるだけではなく
、保温効果が低下し、保温装置内の温度環境が変化して、安定した操業が困難となる。
【００２６】
　このような炭素繊維材の赤熱や、保温装置の外枠、外枠締結用のボルトの赤熱、溶損は
、加熱用誘導コイルからの磁力による誘導電流が流れたことによるものであることから、
本発明者は、角形リング状の炭素繊維材の１箇所または２箇所をあらかじめ切断して、前
記誘導電流の流れを遮ることを試みた。その結果、炭素繊維材の赤熱を防止することがで
き、また、外枠の溶損やボルトの赤熱を防止し得ることを確認した。
【００２７】
　さらに、モールドと保温装置の外枠との間の隙間を埋める保温ボードの補強材としては
、炭素繊維材に替えて炭化珪素製またはアルミナ製の部材も使用可能であることを確認し
た。これらの部材はいずれも非導電性部材であって、誘導電流が流れることはなく、それ
ら自体が発熱することはない。
【００２８】
　本発明はこのような知見に基づいてなされたもので、下記のシリコンの電磁鋳造装置を
要旨とする。
　すなわち、軸方向の一部が周方向で複数に分割された導電性の無底冷却モールドと、こ
のモールドを取り囲む誘導コイルと、前記モールドの下方に配置され、凝固したシリコン
を徐冷する保温装置を有し、前記誘導コイルによる電磁誘導加熱により溶融したシリコン
を下方に引き下げ凝固させるシリコンの電磁鋳造装置であって、前記保温装置の外枠上に
、前記モールドと保温装置の外枠の間の隙間を埋める保温ボードが配置され、当該保温ボ
ードは炭素繊維材の上に断熱材が載置されてなることを特徴とする電磁鋳造装置である。
【００２９】
　本発明のシリコンの電磁鋳造装置において、前記炭素繊維材が少なくとも１箇所で切断
されているものであれば、炭素繊維材における誘導電流の発生を抑えることができるので
望ましい。
【００３０】
　本発明のシリコンの電磁鋳造装置において、前記炭素繊維材に替えて炭化珪素製または
アルミナ製の部材が使用されているものであれば、当該炭化珪素製またはアルミナ製の部
材に、加熱用誘導コイルからの磁力による誘導電流が生じることはなく、望ましい。
【発明の効果】
【００３１】



(6) JP 2012-36059 A 2012.2.23

10

20

30

40

50

　本発明のシリコンの電磁鋳造装置は、モールドと保温装置の外枠の間の隙間が炭素繊維
材の上に断熱材が載置された保温ボードで覆われた鋳造装置である。炭素繊維材に替えて
炭化珪素製またはアルミナ製部材の使用も可能である。
【００３２】
　本発明の電磁鋳造装置を使用すれば、保温ボードの断熱材が使用中に脆くなっても、炭
素繊維材により保持されているので、保温ボードの取り外しを容易に行うことができる。
断熱材をあらかじめ数分割して使用に供し、劣化の激しい部分だけを交換することができ
るので、断熱材を無駄なく有効に使用することが可能になる。
【００３３】
　また、リング状の炭素繊維材を少なくとも１箇所、望ましくは２箇所で切断しておくこ
とにより、保温装置の外枠や、外枠の締結用ボルトの赤熱、溶損を防止し、保温装置内の
温度環境の変化を防止して安定した操業を行い、金属不純物による汚染のない、太陽電池
の基板材として好適な多結晶シリコンを製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の電磁鋳造装置における保温ボードの概略構成例および使用状態を示す縦
断面図である。
【図２】多結晶シリコンの製造に好適な電磁鋳造装置の構成例を模式的に示す図である。
【図３】モールドと保温装置の外枠との間の隙間およびそれに対する対策例を模式的に示
す図で、（ａ）は全体の斜視図、（ｂ）は（ａ）のＩ－Ｉ矢視断面図である。
【図４】本発明の電磁鋳造装置を用いてシリコンインゴットの鋳造を行ったときの炭素繊
維材および外枠締結用ボルトにおける赤熱の有無についての調査結果を模式的に示す図で
、（ａ）は保温ボードの炭素繊維材が切れ目のない角形リング状の場合、（ｂ）は炭素繊
維材の１箇所が切断されている場合、（ｃ）は炭素繊維材の２箇所が切断されている場合
である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明のシリコンの電磁鋳造装置は、軸方向の一部が周方向で複数に分割された導電性
の無底冷却モールドと、このモールドを取り囲む誘導コイルと、前記モールドの下方に配
置され、凝固したシリコンを徐冷する保温装置を有する電磁鋳造装置であることを前提と
している。
【００３６】
　このような電磁鋳造装置を前提とするのは、太陽電池の基板材として用いられる多結晶
シリコンを製造するに際し、モールド内で、溶融シリコンとモールドとをほとんど接触さ
せずに鋳造を行い、モールドからの金属汚染がなく、変換効率を良好に維持できるシリコ
ンインゴットを製造することができるからである。モールドの材質として高純度材料を使
用する必要がなく、また、連続して鋳造することができるので、製造コストの大幅な低下
も可能である。
【００３７】
　本発明の電磁鋳造装置の特徴は、前記保温装置の外枠上に、前記モールドと保温装置の
外枠の間の隙間を埋める保温ボードが配置され、当該保温ボードは炭素繊維材の上に断熱
材が載置されてなることにある。
【００３８】
　図１は、本発明の電磁鋳造装置において、モールドと保温装置の外枠の間の隙間を埋め
るために保温装置の外枠上に配置されている保温ボードの概略構成例および使用状態を示
す縦断面図である。図１に示すように、インゴット９を保温するための保温装置３の外枠
６上に、前記モールド１と保温装置３の外枠６の間の隙間を埋める保温ボード８が配置さ
れている。当該保温ボード８は炭素繊維材８ａと、その上に載置された断熱材８ｂとで構
成されている。
【００３９】
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　保温装置３は、加熱手段４（電熱式のヒーター）および断熱材５を有し、その外側にス
テンレス鋼製の外枠６が取り付けられている。保温装置３の外観は、前記図３に示したよ
うに、通常、モールド１の形状に合わせて方形であり、４枚のステンレス鋼製の板材が取
り付けられている。
【００４０】
　図１に示した例では、ヒーターは３段であり、各段において、複数のヒーターが配置さ
れている。各ヒーターはそれぞれ独立して温度制御が可能であり、保温装置３内の高さ方
向における温度を高精度で制御できるように構成されている。
【００４１】
　保温装置の外枠上に、モールドと保温装置の外枠の間の隙間を埋める保温ボードを配置
するのは、隙間を通しての放熱のため保温効果が低下し、保温装置内の温度環境が変化し
て同一条件での鋳造ができず、安定した操業が困難となるのを防止するためである。
【００４２】
　保温ボードは炭素繊維材の上に断熱材が載置されてなるものとするのは、保温ボードが
断熱材のみで構成されている場合は、使用を重ねていくうちに脆くなり、取り外しの際に
破損したり、脆いため板の状態を維持できず、取り外しが極めて困難になる場合があるか
らである。炭素繊維材を断熱材の下に置くことにより、破損等で板の状態が維持されなく
なった場合でも取り外しが可能になる。
【００４３】
　炭素繊維材の上の断熱材は、一体構造（すなわち、切れ目のない角形のリング状）とせ
ず、あらかじめ数分割しておくことが望ましい。断熱材を一体構造にすると、外側と内側
の温度差により割れやすく、取り外し後、次の鋳造ではすべてを新品に交換しなければな
らないが、数分割しておくことにより、劣化の激しい部分だけを交換することが可能にな
るので、断熱材を無駄にせず、全体を有効に使用することができる。なお、前記分割数は
、断熱材の割れや脆化の状態をみて適宜定めればよい。
【００４４】
　炭素繊維材は、板状に成形されたものを用いればよい。厚さは、５ｍｍ程度とすればよ
い。この程度の厚さがあれば、断熱材を保持できる強度があり、取り扱いも比較的容易で
ある。
【００４５】
　本発明のシリコンの電磁鋳造装置において、前記炭素繊維材が少なくとも１箇所で切断
されているものとするのが望ましい。
【００４６】
　前述のように、角形リング状の炭素繊維材を使用した場合、炭素繊維材が赤熱するとと
もに、保温装置の外枠自体が発熱、溶損し、また外枠締結用ボルトが赤熱する。この外枠
自体の発熱、溶損、および外枠締結用ボルトの赤熱は、従来の断熱材のみからなる保温ボ
ードが配置された電磁鋳造装置においても生じていたが、炭素繊維材を補強材として使用
した保温ボードを使用しても、その状況（外枠、ボルトの発熱、溶損）は改善されない。
これは、加熱用誘導コイルからの磁力による誘導電流が、炭素繊維材に流れてこれを赤熱
させ、その影響が周辺の外枠やボルトに及ぶとともに、誘導コイルから外枠やボルトへの
直接の影響もあったものと考えられる。
【００４７】
　そこで、角形リング状の炭素繊維材の１箇所または２箇所をあらかじめ切断しておくこ
ととすれば、加熱用誘導コイルからの磁力による誘導電流の流れを抑え、炭素繊維材の赤
熱を防止し、さらには、外枠の溶損やボルトの赤熱を防止することが可能となる。
【００４８】
　図４は、本発明の電磁鋳造装置（水冷銅モールドの断面寸法：３４５ｍｍ×５０５ｍｍ
）を用いてシリコンインゴットの鋳造を行ったときの炭素繊維材および外枠締結用ボルト
における赤熱の有無についての調査結果を模式的に示す図で、（ａ）は保温ボードの炭素
繊維材が切れ目のない角形リング状の場合、（ｂ）は炭素繊維材の１箇所が切断されてい
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る場合、（ｃ）は炭素繊維材の２箇所が切断されている場合である。なお、図４において
、斜線を付した部分は赤熱していることを表す。
【００４９】
　図４（ａ）に示すように、保温ボードの炭素繊維材８ａが切れ目のない角形リング状の
場合は、炭素繊維材８ａの外周全面が赤熱していた。炭素繊維材８ａの内周も赤熱してい
ると推測される。締結用ボルト７も赤熱していた。
【００５０】
　炭素繊維材の１箇所が切断されている場合は、図４（ｂ）に示すように、炭素繊維材８
ａに赤熱は認められなかった。しかし、締結用ボルト７は赤熱していた。
【００５１】
　一方、炭素繊維材の２箇所が切断されている場合は、図４（ｃ）に示すように、炭素繊
維材８ａに赤熱は認められなかった。締結用ボルト７にも赤熱は認められなかったが、こ
れは、炭素繊維材を２箇所で切断することにより、加熱用誘導コイルの磁場分布が大きく
変化し、誘導電流のボルトへの集中が阻まれたことによるものと推察される。
【００５２】
　図４に示したように、切断箇所は１箇所でも効果はあるが、２箇所で切断するのがより
望ましい。
【００５３】
　角形リング状の炭素繊維材をあらかじめ切断しておく際の切断面の間隔および切断部位
は特に限定しない。切断面の間隔は、両面間で放電が起こらない程度の開きが必要であり
、一方、間隔が広すぎると保温ボードを構成する際に断熱材を安定して載置できなくなる
ので、適正な間隔は自ずと定まる。また、切断部位は、切断による誘導コイルの磁場分布
の変化を的確に予測することは困難なので、保温装置の外枠やボルトへの影響をその都度
勘案しつつ適宜定めるのがよい。一般的には、左右対称となるような部位で切断するのが
望ましい（前記図４の（ｂ）、（ｃ）参照）。
【００５４】
　本発明のシリコンの電磁鋳造装置においては、モールドと保温装置の外枠の間の隙間を
埋める保温ボードの補強部材として、前記炭素繊維材に替えて炭化珪素製またはアルミナ
製の部材を使用することができる。
【００５５】
　炭化珪素、およびアルミナはいずれも非導電性部材であり、加熱用誘導コイルからの磁
力による誘導電流が生じることはない。したがって、補強部材が赤熱し、その影響が周辺
の外枠やボルトに及ぶことはなく、炭化珪素およびアルミナは保温ボードの補強部材とし
て望ましい。特に炭化珪素は高価なので利用しにくい面はあるが、炭化珪素およびアルミ
ナはいずれも保温ボードの補強材として要求される性能を十分に満たしているので、加熱
用誘導コイルからの磁力による誘導電流が流れることはなく、それら自体が発熱すること
はないという特徴を生かした適用が可能である。
【００５６】
　以上説明したように、本発明の電磁鋳造装置は、モールドと保温装置の外枠の間の隙間
を埋めるための断熱材からなる保温ボードの補強材として炭素繊維材または炭化珪素やア
ルミナを使用している点にある。これにより、断熱材が脆くなり、形をなさない状態にな
っても保温ボードの取り外しを容易に行うことができ、また、使用に際し、炭素繊維材等
の上に載置する断熱材をあらかじめ数分割しておくことにより、断熱材の無駄のない効率
的な利用が可能になる。
【００５７】
　炭素繊維材を角形リング状のままで使用する限りにおいては、従来の断熱材のみからな
る保温ボードを使用している場合にも生じていた保温装置の外枠自体の発熱、溶損や、外
枠締結用ボルトの赤熱等の改善はなされないが、炭素繊維材を少なくとも１箇所、望まし
くは２箇所で切断しておくことにより、前記外枠やボルトの赤熱、溶損を防止することが
可能になる。
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【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明の電磁鋳造装置を使用すれば、保温ボードの取り外しを容易に行うことができ、
しかも、断熱材の無駄のない効率的な使用が可能になる。また、保温装置の外枠や、外枠
の締結用ボルトの赤熱、溶損を防止し、保温装置内の温度環境の変化を防止して安定した
操業を行い、金属不純物による汚染のない、太陽電池の基板材として好適な多結晶シリコ
ンを製造することができる。
　したがって、本発明は、太陽電池の製造分野において有効に利用することができ、自然
エネルギー利用技術の進展に大きく寄与することができる。
【符号の説明】
【００５９】
１：モールド、　２：加熱用誘導コイル、　３：保温装置、　４：加熱手段、　
５：断熱材、　６：外枠、　７：ボルト、　８：保温ボード、　
８ａ：炭素繊維材、　８ｂ：断熱材、　９：シリコンインゴット、　１０：密閉容器、　
１１：支持台、　１２：均熱筒、　１３：原料投入機、　
１４：発熱体、　１５：溶融シリコン　

【図１】 【図２】
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