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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧高温装置に用いるヒータにおいて、
　軸を定める第１の管体であって、第１の端部と該第１の端部から軸方向に間隔を置いて
配置された第２の端部とを有し、外面とカプセルを受けることができる内面とを更に有す
る第１の管体と、
　前記管体の外面の周囲又は近傍に配置された充填材料と、
　前記管体と熱伝達し、前記充填材料内に少なくとも部分的に配置される１つ又はそれ以
上の加熱素子と、
を含み、
　１５０ＭＰａよりも高い装置内の動作圧力及び２００℃よりも高い温度に応じて、前記
充填材料容量が５容量パーセントよりも小さく減少し、前記カプセルを動作後に前記第１
の管体から摺動的に除去することができることを特徴とするヒータ。
【請求項２】
　前記第１の管体の外側に配置される第２の管体を更に含み、前記充填材料が、前記第１
の管体と前記第２の管体との間に配置されることを特徴とする請求項１に記載のヒータ。
【請求項３】
　前記第１の管体が、前記第２の管体又はハウジングと同軸関係にあり、前記第１の管体
が内側表面と外側表面とを有し、該内側表面は前記軸から半径方向に間隔を置いて配置さ
れて反応カプセルを受けるのに十分な容量を定め、前記外側表面が、間隙を定めるのに十
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分なように前記第２の管体の内側表面から半径方向に間隔を置いて配置され、
前記充填材料が前記間隙内に配置されることを特徴とする請求項２に記載のヒータ。
【請求項４】
　前記充填材料が、動作時に前記第１の管体の内部圧力を半径方向外側及び前記第２の管
体に伝達するように動作可能であることを特徴とする請求項２から３のいずれかに記載の
ヒータ。
【請求項５】
　前記加熱素子が、前記第１の管体又は前記第２の管体から、或いは前記第１の管体及び
前記第２の管体の両方から少なくとも電気絶縁層によって電気的に絶縁される請求項２か
ら４のいずれかに記載のヒータ。
【請求項６】
　前記電気絶縁層が、イットリア安定化ジルコニア（ＹＳＺ）、アルミナ、又はその組合
せから選択される電気絶縁セラミック材料を含む請求項５に記載のヒータ。
【請求項７】
　前記電気絶縁層が複数層であり、前記複数コーティングが、サブ層毎に異なる組成物を
有し、前記電気絶縁層の厚みにわたって組成勾配を定める請求項５から６のいずれかに記
載のヒータ。
【請求項８】
　充填材料に配置される１つ又はそれ以上の電気絶縁材料を更に含み、前記電気絶縁材料
が、前記加熱素子の少なくとも１つを前記第１の管体又は前記第２の管体から、前記第１
の管体及び第２の管体の両方から、或いは前記加熱素子の他のものから絶縁することがで
きる請求項２から７のいずれかに記載のヒータ。
【請求項９】
　前記第１の管体の第１の端部又は前記第２の管体の第１の端部に、或いは前記第１の管
体及び前記第２の管体の両方の第１の端部に固定される第１の端部リングを更に含む請求
項２から８のいずれかに記載のヒータ。
【請求項１０】
　前記第１の管体の外面がチャネル又は溝を定め、前記１つ又はそれ以上の加熱素子の少
なくとも１つが、前記チャネル又は溝内に少なくとも部分的に配置された組立体内に含ま
れることを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載のヒータ。
【請求項１１】
　前記加熱素子の外面及び前記溝又はチャネルの内面に接する非導電セラミックコーティ
ングを更に含む請求項１０に記載のヒータ装置。
【請求項１２】
　前記充填材料がセメントを含み、
　前記セメントは、全体で１００キロオーム（ｋΩ）より大きな電気抵抗及び前記セメン
トの理論最大密度に比べて７５パーセントより大きい相対密度を有する鋳造可能又は成形
可能なセメントであることを特徴とする請求項１又は２のいずれかに記載のヒータ。
【請求項１３】
　前記充填材料が、酸化マグネシウム、アルミナ、又は酸化マグネシウムとアルミナの両
方を７０重量パーセントから８０重量パーセントの範囲の量で含むことを特徴とする請求
項１又は２のいずれかに記載のヒータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒータ、ヒータを含む装置、及び関連する方法に関する実施形態を含む。
【背景技術】
【０００２】
　高圧装置は、圧力下で加工物を加熱するヒータを含むことができる。ヒータは、１つ又
はそれ以上の加熱素子を含むことができる。ガス圧媒体で使用するのに好適な加熱素子は
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、全方向から均一に加圧される（例えば高圧環境で浸漬される）のではなく、半径方向外
側に加圧される固体圧媒体での使用には好適ではない場合がある。すなわち、ヒータは、
動作条件下で容量を変化させることができるが、加工物との圧力の伝達は必要ではない。
固体圧媒体を備えた高圧セルに用いる公知のヒータは、高温高圧環境における容量／形状
の変化による変形後、使い捨てとすることができ、従来技術の使い捨てユニットの幾つか
は、稼動毎に処理変動が生じるバッチ変動を有する。
【特許文献１】特開２００５－１４２４９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　容量変化がほとんどなく繰り返し使用することが可能であり高圧高温装置で用いること
ができるヒータ、ヒータに用いる加熱素子、及びヒータを含む装置を有することが望まし
い。また、複数回使用することができるヒータ、ヒータに用いる加熱素子、及び／又は該
ヒータを含む高圧高温装置を製造及び／又は使用する方法を有することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、ヒータに関する実施形態を含む。ヒータは、軸を定める第１の管体であって
、第１の端部と第１の端部から軸方向に間隔を置いて配置された第２の端部とを有する第
１の管体と、少なくとも１つの第２の管体を含む外側ハウジングと、外側ハウジング内に
配置される充填材料とを含み、５００ＭＰａより高い圧力に応じて、充填材料が５００℃
よりも高い温度で５容量パーセントより少なく容量が減少することができる。１つ又はそ
れ以上の加熱素子が、充填材料内の少なくとも部分的に配置される。加熱素子は第１の管
体と熱伝達し、第１の管体は、少なくとも部分的に外側ハウジング内又は近傍に配置され
る。第１の管体の内面は、カプセルを受けることができ、動作後はカプセルを解放する。
【０００５】
　本発明は、内面及び外面を有するハウジングを含むヒータに関する実施形態を含む。内
面は、カプセルを受けるように構成されるチャンバを定め、外面は、溝又はチャネルを定
める。加熱素子は、溝又はチャネル内に配置される。
【０００６】
　本発明は、ヒータを形成する方法に関する実施形態を含む。本方法は、５０容量パーセ
ントより大きい密度まで固体粒子をベッドにパックする段階と、ベッドにセメント材料を
注入する段階とを含む。
【０００７】
　本発明は、装置に関する実施形態を含む。本装置は、加熱素子を含む。加熱素子は、５
００℃よりも高い範囲の温度まで加熱し、セメント材料が該加熱素子を包み、第１の管体
が、セメント材料の内側表面と連通してこれに機械的支持を与え、第２の管体が、セメン
ト材料の外側表面に連通する。動作中、加熱素子に供給されるエネルギーによって、第１
の管体の中で第１の管体の領域内に配置されるカプセルまでの熱エネルギーの流れ込みが
生じる。熱エネルギーの量は、カプセル温度を５００℃よりも高い範囲まで上昇させるの
に十分とすることができ、温度の上昇に応じて、５００ＭＰａより高い範囲にあるカプセ
ル内の圧力を発生させるのに十分とすることができる。この温度及び圧力上昇は、装置の
均衡による第２の管体の機械的支持に連動して、カプセル内の容量が５パーセントよりも
小さい量で増加するようにヒータが第１の管体を抑制する間生じる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本明細書及び請求項の全ての範囲は、端点を含み、個別に組み合わせることが可能であ
る。本明細書及び請求項の数値は、特定の値に限定されず、特定の値とは異なる値を含む
ことができる。数値は、規定値に近い値を含む程十分にあいまいであると考えられ、当該
技術分野で公知の測定技術及び／又は値を求めるのに用いられる計器の精度に起因する実
験的誤差を許容する。
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【０００９】
　例えば、温度、圧力、濃度などの本明細書及び請求項で特定される範囲終了限度は、組
み合わせ及び／又は置き換えが可能であり、論理的サブユニットであるサブ範囲を含むこ
とができる。
【００１０】
　本明細書及び請求項を通して用いられる類似の用語は、関連する基本的機能に変化をも
たらすことなく許容範囲で変わる可能性のあるあらゆる量的表現を修正するために適用す
ることができる。「無い」は、ある用語と組み合わせて使用することができ、僅かな数す
なわち微量を含むことができるが、それでも尚、修飾されたその用語が無いものとみなさ
れる。用語「ピッチ」とは、巻線上のいずれかの点から長手方向軸線に平行に測定された
隣接する巻線上の対応する点までの距離を含む。鋳造可能とは、鋳型に鋳込むことによっ
て特定の形状に形成される特性を意味する。本明細書で用いられる用語「溝」は、加熱素
子を受けるための表面の細長い凹部及び／又は切り欠き部を含み、該凹部及び／又は切り
欠き部は、表面下のコーナを欠いた断面である。本明細書で用いられる用語「チャネル」
は、加熱素子を受けるための表面の細長い凹部及び／又は切り欠き部を含み、凹部及び／
又は切り欠き部は、少なくとも１つの表面下のコーナを含む断面である。
【００１１】
　本発明の実施形態による装置は、ハウジング、ハウジング内に配置されたヒータ、及び
ヒータ内に配置された加熱素子を含む。一実施形態において、ハウジングは複数の管体を
含む。別の実施形態において、第１の管体及び第２の管体は細長であり、各々が軸を定め
る。第１の管体が少なくとも部分的に第２の管体内に配置されて互いに対して同軸関係で
置かれると、第１及び第２の管体は共通の軸を共有する。各管体は、外側に向いた第１の
面と、内側に向いた第２の面とを有する。第１の管体の第１の面は、第２の管体の第２の
面から半径方向に間隔を置いて配置され、両管体間に環状空隙を定める。一実施形態にお
いて、１つ又は両方の管体は、円筒形であり、及び／又は金属から形成することができる
。他の実施形態において、１つ又はそれ以上の管体は、六角形又は五角形などの多角形と
することができ、側面は互いに対して不規則とすることができる。
【００１２】
　管体は各々、第１の端部及び第２の端部を有する。第２の端部は第１の端部から軸方向
に間隔を置いて配置される。一実施形態において、端部リングが、例えば各端部の一端又
は両端など１つの管体又は両方の管体に溶接される。リングは、第１の管体と第２の管体
との間の環状空隙の端部を定める。一実施形態において、各リングの形状は、固定される
１つ又は両方の管体の形状に一致する。例えば、円筒形管体は、円形又は円盤型の端部リ
ングを有する。リングは、リングの接触領域と管体の１つ又は両方の面上の対応する接触
領域との間の空隙を最小にする許容公差で機械加工することができる。更に、１つ又はそ
れ以上のアパーチャがリングに形成され、１つ又はそれ以上のワイヤ又は同様のものが環
状空隙又は間隙からリングを通って外の周囲環境に通ることができる。端部リングは、溶
接、ろう付け又は同様のものによって、１つ又はそれ以上の管体の端部に固定することが
できる。一実施形態において、端部リングと管体の端部とは協働してネジ止めされる。
【００１３】
　第１の管体の第２の面は、反応カプセルを受けるような大きさ、形状、及び構成とする
ことができる。材料及び構成の選択は、処理後のカプセルの解放を容易にすることが可能
である。一実施形態においては、複数の反応カプセルを連続して受けてカプセルの各々で
反応を実行することができる再使用可能なヒータが提供される。幾つかの実施形態におい
て、第１の管体は、１ミリメートル（ｍｍ）よりも小さい２乗平均平方根表面粗度である
。第２の実施形態において、管体は、５ｍｍより大きな寸法を有するどのような間隙、亀
裂、又は不連続部もない。
【００１４】
　管体及び／又はリングに用いる金属の実施例は、鋼鉄などの鉄ベースの合金を含む。他
の実施形態において、管体及びリング端部は、サーメット、セラミック、又は複合材料か
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ら形成することができる。一実施形態において、第１及び第２の管体、並びに対応する端
部リングは、動作条件下で比較的低いクリープを示す１つ又はそれ以上の高温超合金を含
む。好適な超合金は、Magellan Industrial Trading Company, Inc.（コネティカット州S
outh Norwalk所在）から商業的に入手可能なＩＮＣＯＮＥＬ（登録商標）７１８及びＨＡ
ＳＴＥＬＬＯＹ　Ｘを含む。
【００１５】
　加熱素子は、第１と第２の管体間の環状空隙に配置される。一実施形態において、環状
空隙は、セメントなどの充填材料で充填され、セメント材料内に配置される１つ又はそれ
以上の加熱素子を含む。一実施形態において、充填セメント材料は、鋳造可能又は固定可
能であり、これによって流体として鋳込み又は流入され、次いで硬化させて固体にするこ
とができる。一実施形態において、セメント材料は、比較的高密度及び／又は低多孔率で
ある。別の実施形態において、セメント材料は、アルミナ含有量が比較的高い。第１と第
２の管体間の環状空隙への充填材として適切なセメント材料を使用することは、動作中の
第１の管体から第２の管体への内部圧力の伝達を助ける。
【００１６】
　適切なセメント材料は、動作条件下でのごく僅かであるセメントから作られる最終部品
の圧縮破砕、更なる高密度化、及び／又はクリープに基づき選択することができる。一実
施形態において、セメント材料は、鋳造可能な高アルミナセメントを含む。第２の実施形
態において、セメント材料は、その論理的最大密度に比べて７５％よりも大きい相対密度
を有する。第３の実施形態において、セメントは、セメント材料の論理最大密度に比べて
７５から８０％、８０から８５％、８５から９０％、９０から９５％、及び９５％を超え
るから選択された範囲の相対密度で選択される。
【００１７】
　セメントの非限定的な実施例は、アルミナ及び酸化マグネシウム化合物を含む。一実施
形態において、セメントは、７０から８０重量％の範囲の量で存在するアルミナを含む。
一実施形態において、セメントは、５０重量％より多い量で存在するアルミナを含む。一
実施形態において、セメントは、本質的にアルミナ及び結合化合物からなる。一実施形態
において、セメントは、アルミナ、マグネシウム、及び周期表の少なくとも１つのＶ族金
属を含む。一実施形態において、セメントは、本質的にアルミナ及び酸化マグネシウムか
らなる。一実施形態において、セメントに用いる固体粒子は、湿潤性が比較的大きくボイ
ド形成が比較的小さくなる表面コーティングを有する。好適なセメントは、Ａｒｅｍｃｏ
　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，　Ｉｎｃ．（ニューヨーク州Ｖａｌｌｅｙ　Ｃｏｔｔａｇｅ所在）
によるＡＲＥＭＣＯ　５７５Ｎ及びＡＲＥＭＣＯ　５７６Ｎとして商業的に入手可能であ
る。
【００１８】
　一実施形態において、充填材料は、装置の工程温度で最大１０００メガパスカル（ＭＰ
ａ）の圧縮力下で破砕、又は高密度化、或いはその両方に耐えることができる。一実施形
態において、５００ＭＰａよりも大きい圧力及び摂氏５００度（℃）よりも高い温度に対
応した充填材料は、５容量％より少ない容量だけ減少する。一実施形態において、ヒータ
は、１０から５０ＭＰａ、５０から１００ＭＰａ、１００ＭＰａから１５０ＭＰａ、１５
０ＭＰａから２５０ＭＰａ、２５０ＭＰａから３００ＭＰａ、３００ＭＰａから４００Ｍ
Ｐａ、４００ＭＰａから５００ＭＰａ、５００ＭＰａから６００ＭＰａ、６００ＭＰａか
ら７００ＭＰａ、７００ＭＰａから８００ＭＰａ、８００ＭＰａから９００ＭＰａ、９０
０ＭＰａから１０００ＭＰａ、及び１０００ＭＰａを上回る圧力のいずれかから選択され
る圧力範囲で動作する装置に用いられる。別の実施形態において、ヒータは、２００から
５００℃、５００から７５０℃、７５０から１０００℃、１０００から１２５０℃、１２
５０から１５００℃、及び１５００℃よりも高い温度のいずれかから選択される動作温度
範囲で用いられる。
【００１９】
　一実施形態において、ヒータは、高アルミナ研磨ビーズを含み、又は大型（例えば１．



(6) JP 5044202 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

５ｍｍ平均直径）アルミナ溶融鋳造粒子からなる粒子材料から構成されるベッドで環状空
隙をパックすることによって形成される。加熱素子は、ベッドの加熱素子の所望の端部構
成による一定の方法で配置される。ベッドは、振動装置及び／又はプレス機を用いてパッ
クすることができる。一実施形態において、ベッドは、５０容量パーセント（容量％）よ
り大きい相対密度まで固体粒子でパックされる。適切な水酸化アルミニウムベースのセメ
ントを用いて、ビーズ又は粒体によって定められた隙間又はボイド空間中に含浸、注入、
及び／又は浸透することができる。セメント材料が設定された後、結果として得られたセ
メント構造は、本明細書に開示されるような適切な密度である。この構造は、第１と第２
の金属管体の間の空隙を充填し、加熱素子を囲み支持する。
【００２０】
　一実施形態において、ヒータのセメント部分は、以下のように形成することができる。
ヒータは、加熱素子及び１つの端部リングと同様に、第１及び第２の管体が所定位置にあ
るように部分的に組み立てられる。ヒータは開口端を上にして立てられ、個体粒子が浅い
深度まで加えられる。特定の深度は、空洞部分の形成を回避しながら効果的にベッドにセ
メントを注入する能力によって決定付けられる。幾つかの実施形態において、適正な深度
は、１から４センチメートル（ｃｍ）の範囲である。次に、粒子は、例えば振動パッキン
グ装置によってパックされる。次いで、パック効率が、ボロスコープを用いて視覚的にチ
ェックされる。次に、パックされたベッドにセメントが注入される。一実施形態において
、セメントは圧力下でベッドに射出される。ガスボイドは、ボロスコープを用いて観察さ
れるように、泡がベッドの表面で形成されなくなるまでベッドを揺動、軽打、及び／又は
振動させることによってベッドから除去される。次に、追加粒子物質が、注入されたベッ
ドの上面に追加され、前述の処理が、所望の長さのセメントが形成されるまで繰り替えさ
れる。セメントは、硬化させることができ、次いで高温で養生される。
【００２１】
　適正な養生温度は、２つの要因：すなわち、（１）セメントから水分を除去する能力と
、（２）破裂を生じる可能性のあるヒータ内の過剰な内部圧力の防止とによって決定する
ことができる。適切な養生時間は、ヒータの大きさに応じて１時間から２週間の範囲とす
ることができる。養生処理の完了は、幾つかの方法のうちの１つで判断することができる
。一実施形態において、養生処理は、セメント全体の電気抵抗が１００キロオーム（ｋΩ
）より大きくなると完了したとみなされる。別の実施形態では、１メガオーム（ＭΩ）よ
りも大きい。別の実施形態において、セメント全体の電気抵抗が、少なくとも１キロボル
ト（ＫＶ）且つ最大０．１ミリアンペア（ｍＡ）でＤＣ高圧試験に十分な程高い場合完了
したとみなされる。一実施形態において、養生は、セメント全体の電気抵抗が、少なくと
も０．５ＫＶ且つ最大０．１ｍＡでＤＣ高圧試験に十分な程高い場合に完了したとみなさ
れる。ＤＣ高圧試験において、２つの電極間のＤＣ電圧を増分的に増加させながら、その
間を流れる電流を監視する。この場合、加熱素子及び第１及び／又は第２の管体は、試験
電極として選択することができる。試験は、電流が設定値（例えば０．１ｍＡ）を超える
ことなく電圧がある閾値（例えば１ＫＶなど）を上回り、高電圧で安定を維持する高抵抗
を示す場合に成功したとみなされる。別の実施形態において、養生は、露点計を用いて発
生湿度を検出することができない場合に完了したとみなされる。更に別の実施形態におい
て、養生は、質量減少に基づいて完了したと判断する。例えば、硬化したセメントに残存
する水分の質量は、最初に、ベークアウト前の質量からベーク後のヒータの質量を減算し
、次にセメントに加えられた水の質量からその差を減算することによって算出することが
できる。このようにしてヒータの水分質量を計測することができ、養生処理は、装置の質
量が超過水分の算出された質量と等しい量に減少するまで継続することができる。
【００２２】
　幾つかの実施形態において、ヒータは、複数の温度制御可能加熱ゾーン、すなわち高温
ゾーンを定めるように互いに協働する複数の加熱素子を含む。各加熱素子は、１つ又はそ
れ以上の導線を含む。一実施形態において、各加熱ゾーンを定める加熱素子は、同じ加熱
素子の両端、又は両導線が構造の単一端から出るように巻きつけられる。２つの温度制御
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可能加熱ゾーンを備えたヒータの一実施形態において、１対の加熱素子端部又は導線は、
ヒータの対向端部から出ることができる。２つの温度制御可能加熱ゾーンを備えた別の実
施形態において、１対の加熱素子端部又は導線は同じ端部から出ることができる。２つよ
り多い高温ゾーンを有する実施形態において、加熱素子端部又は導線は、一端から、いず
れかの端部から、又は第２の管体の外側に表面に沿った種々の点からハウジングを出るこ
とができる。
【００２３】
　ヒータの出力密度は、巻線密度又は巻線ピッチ、加熱素子に用いる材料の選択、加熱素
子の局所断面積、及び同様のものなどの要因を制御することによって決定することができ
る。一実施形態において、加熱素子の巻線密度は、ばらつきが約２５％よりも小さく、比
較的一定している。別の実施形態において、巻線密度のばらつきは約１０％よりも小さい
。一実施形態において、ヒータのある部分は、他の部分に比べて巻線密度が高い。一実施
形態において、ヒータの端部は、ヒータの中央部分に比べて比較的高い巻線密度を有する
ことができる。出力密度を制御することによって、端部の間の領域に比べて端部位置で高
い放熱率を補償することが可能となる。一実施形態において、温度分布はヒータの全長に
わたって均一である。一実施形態において、ヒータの一端から他端に及ぶ勾配を定める巻
線密度が、温度分布パターンを定める。一実施形態において、温度は、２つ又はそれ以上
の軸方向に離間した高温ゾーン内で比較的均一であり、隣接するゾーン間で温度は円滑に
遷移する。幾つかの実施形態において、ピッチは、高圧結晶成長プロセス中の壁核生成の
防止、最小化、又は除去を行うように選択することができる。
【００２４】
　適切な抵抗加熱素子の実施例は、ワイヤ、リボン、コイル、ホイル、又はロッドのうち
の１つ又は複数を含む。１つ又はそれ以上の抵抗加熱素子は、環状空隙で軸の周りに巻く
ことができる。加熱素子は、第１の管体と熱伝達を行うが、電気的には絶縁される。巻線
は、渦巻き、螺旋、又は二重螺旋とすることができる。幾つかの実施形態では、三重又は
それ以上の螺旋を含む。螺旋巻線により、加熱素子の２つの端部がハウジングの同じ端部
から出ることが可能となる。二重螺旋では、２つの別個の加熱素子の端部がハウジングの
同じ端部から出ることができる。複数の加熱素子の多重巻線によって、本明細書で更に開
示されるように加熱素子のゾーン制御が可能となる。一実施形態において、加熱素子の断
面積は、全長に沿って一定である。別の実施形態では、加熱素子の断面積は全長に沿って
変化する。加熱素子の１つのセグメントにおける断面積の増加により、このセグメントの
加熱出力密度が低下することになる。加熱素子の局所加熱出力密度の変動は、二重又は多
重螺旋巻線加熱素子で有用とすることができる。例え第１の加熱素子及び第２の加熱素子
の両方が、巻線二重螺旋又は多重螺旋の形態で少なくとも１つのゾーンに存在する場合で
も、第１の加熱素子への電流の印加は主に第１の加熱ゾーンに加熱出力を加え、第２の加
熱素子への電流の印加は主に第２の加熱ゾーンに加熱出力を加える。異なる断面積を有す
るヒータセグメントは、溶接、ろう付け、圧着、クランプ、又は同様のものによって接合
することができる。別の実施形態において、ヒータセグメントのセクションの断面積は、
ねじりによって、或いはワイヤの１つ又はそれ以上の追加セグメントを第１のセグメント
に電気的に接触させることによって増大する。
【００２５】
　一実施形態において、加熱素子は、ＫＡＮＴＨＡＬ　Ａ－１により製造された抵抗加熱
ワイヤを含む。加熱素子は、第１の金属管体に巻きつけられ、これによって第１の管体と
熱伝達して配置される。一実施形態において、電気絶縁コーティング及び／又は少なくと
も１つのセラミックロッド、セラミック粒子充填剤、又はセメントを加熱素子に用いて、
該加熱素子を第１の管体から電気絶縁することができる。更に、電気絶縁コーティング及
び／又は少なくとも１つのセラミックロッド、セラミックシリンダ、セラミック粒子充填
剤、又はセメントを用いて、加熱素子を互いに、及び任意選択的に第１の管体から電気絶
縁することができる。一実施形態において、加熱素子は、ニクロム（登録商標）から製造
されるワイヤを含む。
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【００２６】
　適切な電気絶縁コーティングの実施例は、例えば酸化マグネシウムなどのセラミック材
料を含む。一実施形態において、電気絶縁コーティングは、多層構造である。別の実施形
態において、多層構造は、例えばイットリア安定化ジルコニア（ＹＳＺ）及びアルミナの
１つ又はそれ以上の層などの、濃度勾配を定める厚み全体にわたって線形又は非線形様式
で異なる組成を有し、これはＹＳＺ及びアルミナの混合物の層によって分離することがで
きる。更に、多層構造は、ＹＳＺ、アルミナ、及び／又はその混合物の１つ又はそれ以上
の層を含むことができる。層状構造は、例えばプラズマ溶射又は電子ビーム物理蒸着によ
って堆積されるセラミック絶縁材料を含むことができる。セラミックロッドに適切な組成
物はアルミナである。第１と第２の管体間の環状空隙を充填するのと同様のセラミック粒
子充填剤及び／又はセメントを用いて、電気絶縁及び熱伝達を行うことができる。
【００２７】
　一実施形態において、加熱素子、加熱素子端部、又は導線の１つ又は複数は、第２の金
属管体又は端部リングに切り込まれたノッチ又はアパーチャを通してヒータから現れる。
加熱素子、端部又は導線は、これらが出現する場所で電気絶縁品によって第１の管体など
の導電地絡及び互いから絶縁することができる。一実施形態において、電気絶縁品は、織
アルミナ又はガラス繊維スリーブを含む。別の実施形態において、電気絶縁品は、セラミ
ック又はガラス管体の１つ又はそれ以上のセクションを含む。更に別の実施形態において
、電気絶縁品は、セラミック又はガラスビーズを含む。端部リングは、ヒータが環状空隙
内に形成された後、ヒータの端部に固定又は取り付けることができる。
【００２８】
　本発明による１つ又はそれ以上の実施形態を含むヒータ１００の特定の実施例が、図１
から２を参照して例示される。図示のように、第２の管体１０２は、第１の管体１０４が
定められた軸１０６上に同軸方向でネストされる容量を定める内面を有する。第２の管体
の内面は、第１の管体１０４の外面から間隔を置いて配置され、その間に細長いトロイド
、環状空隙、又は間隙を定める。上方向は「上方」で表記される矢印で示される。管体１
０２、１０４は、第１の端部１０８、及び第１の端部から軸方向に離間し、そこから相対
的に上方にある第２の端部１１０を有する。従って、用語「上部」は、文脈及び用語が特
に明記しない限り、第２の端部を意味する。
【００２９】
　第１の抵抗加熱素子１１１、第２の抵抗加熱素子１１２、及び第３の抵抗加熱素子１１
３は、環状空隙内に配置される。図示の実施形態において、加熱素子は渦巻状に巻きつけ
られる。巻線は、巻線距離すなわちピッチだけ互いに離間し、第３の抵抗加熱素子では、
ピッチは参照符号１１４で示される。第１及び第２の抵抗加熱素子は、異なる長さで互い
から軸方向に延び、これによって使用中の温度プロファイルのより細かな調整を可能にす
ることができる。第１及び第２の抵抗加熱素子の各々は、各加熱素子の両方の導線がヒー
タの同じ端部から出ることができる二重螺旋である。第３の抵抗加熱素子では、１つの導
線のみが図示されており、図示されていない導線は例えばヒータの側面から出る。
【００３０】
　図示の実施形態において、加熱素子は、２０８ボルト及び最大４０００ワットで動作す
ることができる１８ゲージ金属ワイヤを含む。第３の抵抗加熱素子用の導線１１５は、ヒ
ータの底部に出される。他の加熱素子用の他の導線は図示されていない。加熱素子に比べ
て比較的厚い導線の断面は、電気抵抗及び電気抵抗に伴う熱を低減する。一実施形態にお
いて、ワイヤの追加長を導線ワイヤ外面に接触させてワイヤ束を形成することによって比
較的増大した厚みが達成される。ワイヤ束は、これによって使用中に局所電気抵抗及びこ
れに付随する熱が生成されることになる捻れ、狭いスポット、及び同様のものを避けなが
ら捩ることができる。別の実施形態において、導線はジグザグに折り曲げられ、断面厚み
を増大する。
【００３１】
　第１の管体は、非導電性セラミックコーティングでコーティングされる。電気絶縁セラ
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ミックコーティングは、加熱素子のセグメントを少なくとも第１の管体から電気的に絶縁
する。図示される実施形態において、コーティングは多層複合構造である。複合構造は、
イットリア安定化ジルコニア（ＹＳＺ）とアルミナの異なる混合物の複数の層によって分
離されるＹＳＺ及びアルミナの層を含む。
【００３２】
　環状空隙又は間隙は、高密及び高アルミナ含有の充填材料１１６で充填される。一実施
形態ではセメントである充填材料は、動作中第１の管体の外側から第２の管体に内部圧力
を伝え、従って、ヒータ容量変化／変形を最小にし、ヒータを再使用することが可能であ
る。
【００３３】
　加熱素子は、第１の管体と熱伝達し、第１の管体及び第２の管体両方からは電気的に絶
縁されたままである。上部から始まり下部に進むと、加熱素子のセットの構成は、幾つか
の熱ゾーンを定める。熱ゾーンは、最上の第１のゾーン１２０、成長ゾーン１２２、バッ
フル間隙ゾーン１２４、及び充填ゾーン１２６を含む。カプセルが第１の管体の内面１１
８によって定められる容量内に挿入されると、内側バッフル（図示せず）がバッフル間隙
ゾーンと協調する。バッフルは、カプセル内に２つのチャンバを定め、１つは充填及び１
つは成長用である。２つのチャンバは、穿孔したバッフルを通って連通している。第１の
管体の内面１１８は、本明細書で更に検討されるように、特に取り外し可能なカプセルの
解放特性に関して１つ又はそれ以上の特性を有することができる。
【００３４】
　一実施形態において、第１の管体１０４内へ挿入するのに好適なカプセルは、貴金属か
ら形成される。貴金属の実施例は、プラチナ、金、又は銀を含む。他の金属は、チタン、
レニウム、銅、ステンレス鋼、ジルコニウム、タンタル、これらの合金、及び同様のもの
を含むことができる。一実施形態において、金属は、酸素ゲッタとして機能する。好適な
カプセル寸法は、直径２ｃｍ及び長さ４ｃｍより大きくすることができる。一実施形態に
おいて、直径の寸法は、２から４ｃｍ、４から８ｃｍ、８から１２ｃｍ、１２から１６ｃ
ｍ、１６から２０ｃｍ、２０から２４ｃｍ、及び２４ｃｍより大きいうちのいずれかから
選択される範囲である。第２の実施形態において、カプセルの直径に対する長さの割合は
、２より大きい。更に別の実施形態において、直径に対する長さの割合は、２から４、４
から６、６から８、８から９、９から１０、１０から１１、１１から１２、１２から１４
、１４から１６、１６から１８、１８から２０、及び２０より大きいうちのいずれかの範
囲である。
【００３５】
　一実施形態において、成長ゾーン１２２容量は、充填ゾーン１２６容量の２倍である。
各加熱素子セグメントの電気回路は、別個に制御される。別個の制御は、カプセル高さに
沿って熱蒸着プロファイルの達成及び維持に柔軟性を与える。上面からの第２と第３のヒ
ータ部分間の物理的不連続は、カプセル内に配置されるバッフルプレート近傍で温度の局
所的低下をもたらし、充填ゾーン１２６を成長ゾーン１２２から分離する。一実施形態に
おいて、充填ゾーン及び成長ゾーンは、互いに異なる温度で等温である。バッフルゾーン
は、充填ゾーンと成長ゾーンとの等温間で比較的短距離にわたる温度勾配を有する。加熱
素子の巻線パターン、及びこれらの間で離間した最小温度勾配で結果として生じる等温は
、カプセル内の壁核生成を最小化又は除去する。一実施形態において、成長ゾーンは底部
にあり、充填ゾーンは上部にあることができる。かかる構成は、特定の化学的性質及び成
長パラメータに基づくことができる。
【００３６】
　更に別の実施形態（図示せず）において、ヒータは、１つの管体（第１の管体１０４）
のみを有する。ヒータ製造中、第２の管体が、第１の管体の同軸方向外側に配置され、充
填材料で充填される環状空隙を形成する。充填材料の部分的又は完全養生後、第２の管体
は、当該技術分野で公知の手段によって除去されるので、製造されるヒータの構成要素で
はない。一実施形態において、第２の管体は、研削によって機械的に除去される。第２の
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実施形態において、第２の管体は、溶解によって化学的に除去される。充填材料の最終的
な養生は、第２の管体の除去後に実施することができる。単一管体を有するヒータの更に
別の実施形態（図示せず）において、第１の管体が鋳型に挿入され、ここで管体の外面及
び鋳型の内面が、充填材料で充填される円筒形、多角形、又は不規則な形状の環状空隙を
形成する。鋳型は多孔性とすることができ、湿気及び他の気体物質が、充填材料の養生中
に環状空隙から漏出することができ、従って、養生期間を短縮し、養生された充填材料の
均一性が改善される。鋳型は、１つ又はそれ以上の部品を含むことができ、充填材料の部
分的又は完全な養生後に分解、破砕、研削、又は同様のものによって除去することができ
る。充填材料の最終養生は、鋳型の除去後に実行することができる。
【００３７】
　具体的に図２を参照すると、ヒータ１００が、容器２１０を含む装置２００内に配置さ
れる。容器の上端部へは第１の端部キャップ２１２が取り付けられ、底端部へは第２の端
部キャップ２１４が取り付けられる。複数の留め具２１６（そのうちの１つだけが参照符
号で示されている）が、端部キャップを容器の端部に固定する。
【００３８】
　容器２１０内で、圧力伝達媒体２３０が、容器内面に裏付けされ、ヒータ１００の外面
に接触する。圧力伝達媒体の実施例は、限定ではないが、酸化ジルコニウムすなわちジル
コニアを含む。第１及び第２の圧力伝達媒体キャップ２３２（その１つのみが示される）
は、容器内のヒータ１００の端部に近接して配置される。環状プラグ２３４がスタックデ
ィスクとして示されるが、キャップ２３２を取り囲む環形とすることができる。プラグ２
３４は任意選択的に、少なくとも一端に、及びヒータの端部と端部リングとの間のキャビ
ティ内に配置され、軸方向放熱を低減することができる。プラグは、Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｃ
ｅｒａｍｉｃｓ　Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ（ジョージア州オーガスタ所在）を含む様々な供給
源からＫＡＯＷＯＯＬの商品名で商業的に入手可能である。
【００３９】
　図示される実施形態において、ニクロム（登録商標）加熱素子１１２が、充填材料１１
６に埋め込まれる。圧力伝達媒体の層が、ヒータ１００の周囲に配置され、その端部でプ
ラグを受ける。別のプラグ材料は、酸化マグネシウム、塩類、及び水酸化ケイ酸アルミニ
ウム又はピロフィライトなどのフィロケイ酸塩鉱物を含むことができる。
【００４０】
　図示される装置２００は、例えば関連する処理条件下での窒化ガリウム結晶など結晶成
長に望ましい圧力及び温度条件下での結晶成長に用いることができる。高圧装置２００は
、ヒータ１００を半径方向、軸方向、又は半径及び軸方向両方で支持するように動作可能
な１つ又はそれ以上の構造を含むことができる。一実施形態における支持構造は、装置２
００を周囲環境から断熱し、かかる断熱は、処理の安定性を強化又は改善し、所望の温度
プロファイルを維持及び制御することができる。
【００４１】
　別のヒータ実施形態３００の図３を参照すると、これは断面平面図で示される。ヒータ
３００は、第１の管体３０２及び加熱組立体３０４を含む。加熱組立体は、それぞれＵ字
形及び楕円形を示す参照符号３０５、３０６によって示されるものとは異なる断面形状を
有することができる。第１の管体は、少なくとも１つの溝又はチャネル３１０を定めるハ
ウジング又は外面３０８を有する。各加熱組立体（３０４、３０５、及び３０６）は、第
２の外側管体３２０、中心加熱素子３２２、及び第２の管体と加熱素子との間に配置され
た電気絶縁セラミック充填剤３２４を含む。図を明確にするために、図示の溝にはその中
に配置される加熱組立体を有さない。異なる深度の溝又はチャネルを本発明の実施形態に
よる同じヒータ又は異なるヒータに用いることができる。加えて、開口の幅が異なる溝を
用いることができる。例えば、開口３１６の開口幅は、別の開口３１８の開口幅より相対
的に狭い。溝又はチャネルの定められた容量が、湾曲した側壁を保持しながら半径方向内
側に移動するときに、一実施形態において開口幅は減少する場合がある。開口幅が減少し
加熱素子の幅より小さくなると、加熱素子（又は第２の管体）は、例えば端部から軸方向
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に挿入することができる。別の実施形態において、幅はゼロまで減少させることができる
。
【００４２】
　加熱組立体３０４は、溝３１０に入れ子で嵌合する。加熱組立体３０４は、ＣＡＬＲＯ
Ｄ加熱組立体とすることができる。加熱組立体３０４は、任意選択的な第２の外側管体３
２０、中心加熱素子３２２、及び第２の管体と加熱素子との間に配置される電気絶縁セラ
ミック充填剤３２４を含む。
【００４３】
　加熱素子と第２の管体との間の残りの空隙又は多孔率は、セラミック充填剤を囲んで第
２の管体をヒータ上にスエージ加工して組立体を製造することによって、除去又は最小化
することができる。チャネル又は溝３１０は、加熱組立体３０４の形状に適合することが
できる。溝表面は、加熱素子の挿入前に機械加工、研削、又は研磨して平滑な仕上がり、
厳格な許容公差、及び強化した熱伝達をもたらすことができる。溝は、蛇行形状を有し、
加熱組立体が溝に嵌合するように蛇行形状に曲げられ、これによって１つ又はそれ以上の
加熱組立体を用いて、第１の管体の内側部分全体を更に加熱することができる。
【００４４】
　ヒータ組立体３０５で示される一実施形態において、第１の管体表面３０８と加熱組立
体３０５の外面との間の溝３１０の空隙は、導電性又は絶縁性のいずれかとすることがで
きるセメント材料３２８で充填される。幾つかの実施形態は、コーナに追加セメント材料
を加えることを含むことができる。この追加セメントは、コーナに丸みを付けるのに役立
ち、熱及び／又は構造的完全性を強化する。
【００４５】
　第２の管体のないヒータ組立体の更に別の実施形態において、組立体は、加熱素子３２
２を含み、これは溝又はチャネル３１０の空隙内に配置される。充填材料（セメント）が
、加熱素子３２２と第１の管体表面３０８との間に配置される。充填材料は、上述のよう
に養生することができる。充填材料が導電性である実施例において、加熱素子３２２は、
最初に、十分な絶縁体力の電気絶縁材料でコーティングされる。
【００４６】
　別の実施形態において、溝の残余空隙は、セメント材料ではなく、第１の管体と同じ材
料で充填することができる。管体充填材料は、粉末冶金、物理気相蒸着、化学気相蒸着、
又は同様のものによって電気化学的に堆積することができる。
【００４７】
　一実施形態において、ヒータは、温度が制御可能である２つ、３つ、又はそれ以上の高
温ゾーンを定める複数の異なる加熱素子を含むことができる。図４の組立体４００によっ
て示されるように複数の高温ゾーンに適応することができる。第１の管体４０２は、第１
の絶縁セラミック層４０４でコーティングされる。制御装置４０６は、形成中に熱伝導性
及び電気絶縁性第１の管体の周りに部分的又は複数の巻線ラップを含む複数の加熱素子セ
グメント４１０、４１２、４１４、４１６と通信する。共通セグメント４１８はまた、回
路を完成するために存在する。追加絶縁セラミック層（図示せず）は、加熱素子セグメン
トの１つ又はそれ以上の上部に配置され、これらを制御装置４０６への導線から電気絶縁
することができる。１つ又はそれ以上の電気接点を用いて、加熱素子部分の端部に接続す
ることができる。
【００４８】
　電気接点は、比較的重いゲージ材料及び／又は低い抵抗性材料から製造することができ
、これによって熱発生度のほとんどは、導線内ではなく加熱素子セグメント内で優先的に
発生する。導線は、スポット溶接、アーク溶接、超音波溶接、ろう付け、クイック接続フ
ァスナー、ネジ留め、又は同様のものなどによってヒータセグメントに取り付けることが
できる。１つ又はそれ以上の追加セラミックコーティングは、他のヒータセグメントへの
導線ワイヤのショートを低減又は排除することができる。鋳造可能セラミックセメント材
料（図示せず）が、上記の組立体を包み、又はその上に鋳造することができる。第２の管
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体を組立体の上に配置して、本発明の実施形態による１つのヒータを完成させることがで
きる。
【００４９】
　制御装置４０６は、センサ（図示せず）及び加熱素子４１０、４１２、４１４、４１６
と通信する。適切なセンサは、感知されるゾーンに近接して配置される温度センサ及び／
又は圧力センサを含む。一実施形態において、温度センサは熱電温度計を含む。複数のゾ
ーンの存在によって、制御装置４０６によるヒータ４００内の温度分布の所望量の制御、
最終的には第１の管体１０４及び／又は反応カプセル（存在する場合）内の加熱分布の制
御が可能となる。加えて、各セグメントへの電力は、時間の関数としてプログラムするこ
とができ、これによって制御装置は、ヒータ４００内の温度分布を操作することができる
。温度分布全体にわたるこうした制御は、熱水結晶成長法など様々な結晶成長法に有用で
ある。
【００５０】
　結晶成長法の一実施形態において、加熱素子に供給されるエネルギーによって、第１の
管体の中で該第１の管体の領域内に配置されるカプセルまでの熱エネルギーの流れ込みが
生じる。与えられる熱は、５００℃よりも高い範囲にまでカプセル温度を上昇させ、温度
上昇に応じて５００ＭＰａよりも高い範囲にあるカプセル内の圧力を発生させるのに十分
とすることができる。作動時において、充填材料は、動作中に内圧を第１の管体外側から
第２の管体に伝え、従って、熱容量変化／変形を最小にする。充填材料は実質的に非圧縮
性であるので、ヒータの容量及び／又は形状を維持するのに役立つ。管体の第１の端部に
固定される端部リングを用いた一実施形態において、ヒータの容量及び／又は形状は更に
、動作中安定にすることができる。
【００５１】
　第１の管体の容量変化が最小で、その形状変形が最小であるので、ヒータは、後続の高
圧高温動作に再使用することができる。一実施形態において、第１の管体の内部容量の変
化（第１の管体の内部と２つの端部によって定められる）は、１０容量％よりも小さい。
第２の実施形態において、第１の管体は、５％よりも小さい内部容量変化を生じる。第３
の実施形態において、容量変化は２％より少ない。一実施形態において、第１の管体の外
部容量の変化（ハウジングの内部容量によって定められる）は、１０容量％よりも小さい
。第２の実施形態において、第１の管体は、５％よりも小さい外部容量変化を受ける。第
３の実施形態において、外部容量変化は２％よりも小さい。ヒータ内側（第１の）管体が
最小容量変化を受け、間隙、亀裂、不連続部はほとんど又は全く生じず、高圧／高温での
処理用のヒータ内に配置されるカプセルは、動作完了後にヒータから摺動的に除去するこ
とができる。本明細書で用いられる「摺動的に除去する」は、カプセルを過度の力を用い
る必要がなく、ヒータに恒久的な損傷を与えずに第１の管体の内側面から摺動して外すこ
とができることを意味する。一実施形態において、カプセルは、例えば油圧ピストンを用
いて一端に油圧で装荷され、第１の管体の内側から摺動して取り出される。圧力伝達材料
からのヒータの除去を防ぐために、機械的制限をもうけることができる。カプセルが初期
動作後に第１の管体から摺動的に除去された後でも、ヒータは何度も再使用することがで
きる。
【００５２】
　本明細書で説明された実施形態は、請求項で記載される本発明の要素に対応する要素を
有する組成、構造、システム、及び方法の実施例である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態を含むヒータを示す概略図。
【図２】図１のヒータを用いることができる本発明の実施形態を含む装置を示す概略図。
【図３】本発明の実施形態を含むヒータを示す概略図。
【図４】本発明の実施形態による装置の概略図。
【符号の説明】
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【００５４】
　１００　ヒータ
　１０２　第２の管体
　１０４　第１の管体
　１１１　第１の抵抗加熱素子
　１１２　第２の抵抗加熱素子
　１１３　第３の抵抗加熱素子
　１１４　ピッチ
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【図３】
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