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(57)【要約】
【課題】　仮焼結などを行うことなしに、ＯＨ基濃度分
布に変曲点がなく且つ屈折率の均一な合成石英ガラスス
ート体の製造方法を提供する。
【解決手段】種ロッドに成長火炎を照射せしめてガラス
粒子を堆積させてなる合成石英ガラススート体の製造方
法であり、前記種ロッドへのガラス粒子の堆積により前
記合成石英ガラススート体が径大となる初期段階と、前
記種ロッドへのガラス粒子の堆積によっても前記合成石
英ガラススート体の径の太さが変化しなくなる定常段階
と、を有し、前記定常段階における前記同心円多重管バ
ーナーから照射された成長火炎が接している合成石英ガ
ラススート体の火炎照射面のうち、前記合成石英ガラス
スート体の回転軸から半径８０％以内の前記合成石英ガ
ラススート体の火炎照射面領域の温度差が５０℃以内で
あるようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同心円多重管バーナーの中心管に合成石英ガラススート体のケイ素原料を導入して成長
火炎を形成し、回転している種ロッドに前記成長火炎を照射せしめてガラス粒子を堆積さ
せてなる合成石英ガラススート体の製造方法であり、前記種ロッドへのガラス粒子の堆積
により前記合成石英ガラススート体が径大となる初期段階と、前記種ロッドへのガラス粒
子の堆積によっても前記合成石英ガラススート体の径の太さが変化しなくなる定常段階と
、を有し、前記定常段階における前記同心円多重管バーナーから照射された成長火炎が接
している合成石英ガラススート体の火炎照射面のうち、前記合成石英ガラススート体の回
転軸から半径８０％以内の前記合成石英ガラススート体の火炎照射面領域の温度差が５０
℃以内であることを特徴とする合成石英ガラススート体の製造方法。
【請求項２】
　前記定常段階における前記合成石英ガラススート体の回転軸から半径８０％以内の前記
合成石英ガラススート体の火炎照射面領域の温度差が３０℃以内であることを特徴とする
請求項１記載の合成石英ガラススート体の製造方法。
【請求項３】
　前記定常段階における前記合成石英ガラススート体の回転軸から半径８０％以内の前記
合成石英ガラススート体の火炎照射面領域の温度差が１０℃以内であることを特徴とする
請求項１又は２記載の合成石英ガラススート体の製造方法。
【請求項４】
　前記定常段階における前記合成石英ガラススート体の回転軸から半径８０％以内の火炎
照射面領域での前記合成石英ガラススート体の火炎照射面温度が８５０℃以上１１５０℃
以下であることを特徴とする請求項１～３いずれか１項記載の合成石英ガラススート体の
製造方法。
【請求項５】
i)　同心円多重管バーナーの中心管に導入する合成石英ガラススート体のケイ素原料とそ
の外周管に導入する不燃性ガス、燃性ガス及び支燃性ガスの導入比率を調整する工程、
ii)　同心円多重管バーナーの芯中心軸の延長線と合成石英ガラススート体の火炎照射面
とが交わる点の合成石英ガラススート体の回転軸までの水平方向距離を調整する工程、
iii)　同心円多重管バーナーの芯中心軸の延長線におけるバーナー先端から合成石英ガラ
ススート体の火炎照射面までの距離を調整する工程、
iv)　合成石英ガラススート体の回転軸に直交する線に対する前記同心円多重管バーナー
の芯中心軸の延長線の角度が４５°～７０°となるように調整する工程、
の少なくともいずれか一つ以上の工程を実施し、且つ前記定常段階においてサーモグラフ
ィで合成石英ガラススート体の火炎照射面温度を観察することにより、前記合成石英ガラ
ススート体の火炎照射面温度分布が、前記火炎照射面温度差以内に調整されてなることを
特徴とする請求項１～４いずれか１項記載の合成石英ガラススート体の製造方法。
【請求項６】
　前記請求項１～５いずれか１項記載の方法により得られた合成石英ガラススート体に対
し、脱水処理及びガラス化処理を行い、透明合成石英ガラスインゴットを製造してなるこ
とを特徴とする透明合成石英ガラスインゴットの製造方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法により得られた透明合成石英ガラスインゴットであり、前記透明合
成石英ガラスインゴットがＯＨ基濃度分布に変曲点のない滑らかな分布を有し、ガラス化
後のインゴットの径の中心から８０％の範囲内での４次多項式における近似線と実測値と
の当てはまり度を示す下記式（１）の決定係数Ｒ２が０．９５以上であることを特徴とす
る高均質性透明合成石英ガラスインゴット。
　Ｒ２＝（近似値の偏差平方和／実測値の偏差平方和）　　・・・・　　（１）
【請求項８】
　前記透明合成石英ガラスインゴットが光リソグラフィー用光学部材に用いられることを
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特徴とする請求項７記載の高均質性透明合成石英ガラスインゴット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、光リソグラフィー用光学部材に好適な合成石英ガラスの前駆体となる
合成石英ガラススート体（合成石英ガラス多孔質母材とも呼ばれる）の製造方法、前記合
成石英ガラススート体を用いた透明合成石英ガラスインゴットの製造方法及びそれにより
得られた高均質性透明合成石英ガラスインゴットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウエハ上に微細なパターンを形成して製造される半導体集積回路の製造には光リソグラ
フィー技術を用いて転写する露光装置が広く利用される。近年、半導体集積回路の微細化
、高集積化に伴い、その露光装置に用いられる露光用光源は短波長化が進んでいる。
【０００３】
　この光源の短波長化に伴い、レンズ等の光学部材についても高精度な物が求められ、特
に屈折率均質性については高精度な制御が求められる。
【０００４】
　従来から屈折率に変動を及ぼす要因としては、仮想温度，ＯＨ基濃度，Ｃｌ濃度，Ｆ濃
度があると報告されており、更にＯＨ基による屈折率変化ΔｎについてはΔｎ＝ １ × 
１０－７ ／ΔＯＨ [ｐｐｍ] と明確なＯＨ基濃度変動量に対する依存性が報告されてい
る（非特許文献１）。
【０００５】
　また、これらＯＨ基濃度、Ｃｌ濃度、仮想温度の組み合わせで屈折率分布を低減させる
技術（特許文献１）やＯＨ基濃度の径方向分布等を制御することでエキシマレーザー用と
して好適で、屈折率均質性に優れ、復屈折が小さく、光透過率変化の小さい合成石英ガラ
ス部材を提供する技術（特許文献２）も開示されている。その光学部材用合成石英ガラス
は気相軸付法により酸水素火炎中で加水分解することで得られた合成石英ガラス多孔質母
材を脱水、ガラス化などの加熱処理をすることで製造される。しかし、同心円多重管バー
ナーを用いたスート製造中の合成石英ガラススート体の火炎照射面における熱分布を均一
にすることについては開示されていない。
【０００６】
　さらに、製造方法における脱水及びガラス化によりＯＨ濃度分布を制御する方法として
、火炎中での加水分解で得られた合成石英ガラス多孔質母材を仮焼結し、真空下において
１１００℃以上ガラス化温度以下で一定時間保持し脱水したのちガラス化温度以上に加熱
することでガラス化し合成石英ガラスを得る技術が特許文献３に開示されている。しかし
、この方法でのＯＨ分布の制御には限界があり、合成石英ガラススート体の素性次第では
光学部材として求められる均質性をみたすことができないという問題があった。そして、
この技術では、合成石英ガラススート体（多孔質石英ガラス母材）を作製後、仮焼結し、
その後の加熱工程でＯＨ基濃度の均一性を図っており、合成石英ガラススート体の製造方
法を工夫したものではない。このため、長時間の脱水時間が必要であり高い生産効率が望
めないという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平２－２３９１２７
【特許文献２】特開２００３－１７６１４３
【特許文献３】特開２００６－２１３５７０
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】非晶質シリカ材料応用ハンドブック、株式会社リアライズ社、１９９９
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年、１１２頁～１１３頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　こうした現状に鑑み、本発明者等は、鋭意研究を重ねた結果、合成石英ガラススート体
の製造中の火炎照射面の表面温度分布を制御することで、光学部材として特にエキシマレ
ーザー用として好適であるＯＨ基濃度変動の小さい合成石英ガラススート体を製造する方
法を見出した。
【００１０】
　本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みなされたもので、仮焼結などを行うことなしに
、ＯＨ基濃度分布に変曲点がなく且つ屈折率の均一な合成石英ガラススート体の製造方法
、前記合成石英ガラススート体を用いた透明合成石英ガラスインゴットの製造方法及びそ
れにより得られた高均質性透明合成石英ガラスインゴットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る合成石英ガラススート体の製造方法は、同心円多重管バーナーの中心管に
合成石英ガラススート体のケイ素原料を導入して成長火炎を形成し、回転している種ロッ
ドに前記成長火炎を照射せしめてガラス粒子を堆積させてなる合成石英ガラススート体の
製造方法であり、前記種ロッドへのガラス粒子の堆積により前記合成石英ガラススート体
が径大となる初期段階と、前記種ロッドへのガラス粒子の堆積によっても前記合成石英ガ
ラススート体の径の太さが変化しなくなる定常段階と、を有し、前記定常段階における前
記同心円多重管バーナーから照射された成長火炎が接している合成石英ガラススート体の
火炎照射面のうち、前記合成石英ガラススート体の回転軸から半径８０％以内の前記合成
石英ガラススート体の火炎照射面領域の温度差が５０℃以内であることを特徴とする。
【００１２】
　同心円多重管バーナーの中心管に合成石英ガラススート体のケイ素原料を導入して成長
火炎を形成し、回転している種ロッドに前記成長火炎を照射せしめてガラス粒子を堆積さ
せていくと初期段階では、前記種ロッドへのガラス粒子の堆積により前記合成石英ガラス
スート体が径大となる。そして、定常段階では、前記種ロッドへのガラス粒子の堆積によ
っても前記合成石英ガラススート体の径の太さが変化しなくなる。
【００１３】
　前記定常段階における前記合成石英ガラススート体の回転軸から半径８０％以内の前記
合成石英ガラススート体の火炎照射面領域の温度差が３０℃以内であるのが好ましく、前
記火炎照射面領域の温度差が１０℃以内であるのがさらに好ましい。前記温度は、例えば
赤外線サーモグラフィで測定することが可能である。
【００１４】
　前記定常段階における前記合成石英ガラススート体の回転軸から半径８０％以内の火炎
照射面領域での前記合成石英ガラススート体の火炎照射面温度が８５０℃以上１１５０℃
以下であるのが好適である。
【００１５】
　また、
i)　同心円多重管バーナーの中心管に導入する合成石英ガラススート体のケイ素原料とそ
の外周管に導入する不燃性ガス、燃性ガス及び支燃性ガスの導入比率を調整する工程、
ii)　同心円多重管バーナーの芯中心軸の延長線と合成石英ガラススート体の火炎照射面
とが交わる点の合成石英ガラススート体の回転軸までの水平方向距離を調整する工程、
iii)　同心円多重管バーナーの芯中心軸の延長線におけるバーナー先端から合成石英ガラ
ススート体の火炎照射面までの距離を調整する工程、
iv)　合成石英ガラススート体の回転軸に直交する線に対する前記同心円多重管バーナー
の芯中心軸の延長線の角度が４５°～７０°となるように調整する工程、
の少なくともいずれか一つ以上の工程を実施し、且つ前記定常段階においてサーモグラフ
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ィで合成石英ガラススート体の火炎照射面温度を観察することにより、前記合成石英ガラ
ススート体の火炎照射面温度分布が、前記火炎照射面温度差以内に調整されてなるのがさ
らに好適である。前記調整にあたっては、前記合成石英ガラススート体の製造時に調整し
てもよいし、予め調整しておいた条件を使って前記合成石英ガラススート体を製造するよ
うにしてもよい。
【００１６】
　前記合成石英ガラススート体のケイ素原料としては、例えば四塩化珪素が挙げられる。
また、同心円多重管バーナーの外周管には、不燃性ガス、燃性ガス及び支燃性ガスなどを
導入する。そして、前記不燃性ガスとしては窒素ガス、前記燃性ガスとしては水素ガス、
前記支燃性ガスとしては酸素ガス、などが挙げられる。
【００１７】
　本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットの製造方法は、前記方法により得られた合
成石英ガラススート体に対し、脱水処理及びガラス化処理を行い、透明合成石英ガラスイ
ンゴットを製造してなることを特徴とする。本発明に係る透明合成石英ガラスインゴット
の製造方法では、仮焼結を行うことなく、変曲点のない滑らかなＯＨ基濃度分布を有する
透明合成石英ガラスインゴットを得ることができる。
【００１８】
　本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットは、前記透明合成石英ガラスインゴットの
製造方法により得られた透明合成石英ガラスインゴットであり、前記透明合成石英ガラス
インゴットがＯＨ基濃度分布に変曲点のない滑らかな分布を有し、ガラス化後のインゴッ
トの径の中心から８０％の範囲内で４次多項式における近似線と実測値との当てはまり度
を示す下記式（１）の決定係数Ｒ２が０．９５以上、好ましくは０．９９以上である。
　Ｒ２＝（近似値の偏差平方和／実測値の偏差平方和）　　・・・・　　（１）
【００１９】
　前記ＯＨ基濃度分布は、例えば赤外分光光度法により測定することができる。
【００２０】
　また、前記透明合成石英ガラスインゴットは、光リソグラフィー用光学部材に用いられ
るのが好適である。
【００２１】
　さらに、本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットは、つぶすだけでレンズブランク
スが出来上がるため、均質化工程が不要である。本発明に係る透明合成石英ガラスインゴ
ットは、仮焼結などを行うことなしに、ＯＨ基濃度分布に変曲点がなく且つ屈折率が均一
だからである。故に、本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットは、均質化処理を行う
必要がない。このように、本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットは、径方向、軸方
向のいずれもＯＨ分布が滑らかで平滑である。また、ＯＨ基濃度の最大濃度が３０ｐｐｍ
であるのが好ましい。
【００２２】
　本発明に係る合成石英ガラススート体の製造方法により得られた合成石英ガラススート
体は光学部材に適しており、半導体製造用露光装置に特に適している。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、仮焼結などを行うことなしに、ＯＨ基濃度分布に変曲点がなく且つ屈
折率の均一な合成石英ガラススート体の製造方法、前記合成石英ガラススート体を用いた
透明合成石英ガラスインゴットの製造方法及びそれにより得られた高均質性透明合成石英
ガラスインゴットを提供することができるという著大な効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】同心円多重管バーナーを用いて合成石英ガラススート体を製造している状態を示
す図であって、（ａ）が側面概略説明図、（ｂ）が合成石英ガラススート体の下方から火
炎照射面を見た概略説明図である。
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【図２】同心円多重管バーナーと合成石英ガラススート体との距離を示す概略説明図であ
る。
【図３】実施例１で得られた合成石英ガラススート体の径方向のＯＨ基濃度分布を示すグ
ラフである。
【図４】実施例２で得られた合成石英ガラススート体の径方向のＯＨ基濃度分布を示すグ
ラフである。
【図５】実施例３で得られた合成石英ガラススート体の径方向のＯＨ基濃度分布を示すグ
ラフである。
【図６】比較例１で得られた合成石英ガラススート体の径方向のＯＨ基濃度分布を示すグ
ラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、これらは例示的に示されるもので、本発明の
技術的思想から逸脱しない限り種々の変形が可能なことはいうまでもない。
【００２６】
　図１に、同心円多重管バーナーを用いて合成石英ガラススート体を製造している状態の
例を示す。図１において、符号１０は種ロッドである石英棒にガラス粒子を堆積させてな
る合成石英ガラススート体である。合成石英ガラススート体１０は、回転軸１６を中心に
回転せしめられる。前記種ロッドである石英棒としては、合成又は天然の石英のいずれも
使用できるが、合成石英の石英棒が好ましい。
【００２７】
　符号１２は、同心円多重管バーナーであり、同心円多重管バーナー１２からは、合成石
英ガラススート体１０を成長させる成長火炎１４が出ている。
【００２８】
　同心円多重管バーナー１２の中心管に合成石英ガラススート体のケイ素原料を導入し、
同心円多重管バーナーの外周管に不燃性ガス、燃性ガス及び支燃性ガスを導入して成長火
炎１４が形成される。そして、種ロッドに前記成長火炎１４を照射せしめてガラス粒子を
堆積させていくことで合成石英ガラススート体１０が製造される。そして、前記種ロッド
への堆積が、ガラス粒子の堆積により径大となる初期段階と、前記種ロッドへのガラス粒
子の堆積によっても径の太さが変化しなくなる定常段階と、を有し、前記定常段階におけ
る前記同心円多重管バーナー１２から照射された成長火炎１４が接している合成石英ガラ
ススート体１０の火炎照射面２４のうち、前記合成石英ガラススート体１０の回転軸１６
から半径８０％以内の前記合成石英ガラススート体１０の火炎照射面領域Ｚの温度差が５
０℃以内であるように調整する。なお、堆積したガラス粒子の集合体がスート体を形成す
る。合成石英ガラススート体１０は合成石英ガラスの前駆体となり、合成石英ガラス多孔
質母材とも呼ばれる。
【００２９】
　図１（ａ）において、符号Ｏはスート体の中心と火炎照射面領域の交わる点、符号Ｐは
同心円多重管バーナーの芯中心軸の延長線と合成石英ガラススート体の火炎照射面とが交
わる点、符号Ｑはスート体の半径ｒに対して８０％の径の部分の火炎照射面領域の点、符
号２２は合成石英ガラススート体の回転軸に直交する線、をそれぞれ示す。そして、前記
合成石英ガラススート体１０の火炎照射面領域Ｚは、図１（ｂ）によく示されるように、
前記合成石英ガラススート体１０は回転しているため、合成石英ガラススート体１０の回
転軸１６から半径８０％以内の領域全てとなる。
【００３０】
　また、前記定常段階における前記合成石英ガラススート体１０の回転軸１６から半径ｒ
の８０％径１８以内にある火炎照射面領域Ｚ、すなわち前記合成石英ガラススート体１０
の回転軸１６から半径８０％以内の火炎照射面領域Ｚでの前記合成石英ガラススート体１
０の火炎照射面領域の温度差が３０℃以内であるのが好ましく、前記合成石英ガラススー
ト体の火炎照射面領域の温度差が１０℃以内であるのがさらに好ましい。
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【００３１】
　さらにまた、前記定常段階における前記合成石英ガラススート体１０の回転軸１６から
半径８０％以内の火炎照射面領域Ｚでの前記合成石英ガラススート体の火炎照射面温度が
８５０℃以上１１５０℃以下であるのが好適である。なお、前記温度は、例えば赤外線サ
ーモグラフィで測定することが可能である。
【００３２】
　前記合成石英ガラススート体１０の火炎照射面領域の温度分布を調整するにあたっては
、
i)　同心円多重管バーナーの中心管に導入する合成石英ガラススート体のケイ素原料とそ
の外周管に導入する不燃性ガス、燃性ガス及び支燃性ガスの導入比率を調整する工程、
ii)　同心円多重管バーナーの芯中心軸の延長線と合成石英ガラススート体の火炎照射面
とが交わる点の合成石英ガラススート体の回転軸までの水平方向距離を調整する工程、
iii)　同心円多重管バーナーの芯中心軸の延長線におけるバーナー先端から合成石英ガラ
ススート体の火炎照射面までの距離を調整する工程、
iv)　合成石英ガラススート体の回転軸に直交する線に対する前記同心円多重管バーナー
の芯中心軸の延長線の角度が４５°～７０°となるように調整する工程、
の少なくともいずれか一つ以上の工程を実施し、且つ前記定常段階においてサーモグラフ
ィで合成石英ガラススート体の火炎照射面温度を観察することにより、前記合成石英ガラ
ススート体の火炎照射面温度分布が、前記火炎照射面温度差以内に調整される。
【００３３】
　本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットの製造方法は、前記方法により得られた合
成石英ガラススート体に対し、脱水処理及びガラス化処理を行い、透明合成石英ガラスイ
ンゴットを製造してなる。本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットの製造方法では、
仮焼結を行うことなく、変曲点のない滑らかなＯＨ基濃度分布を有する透明合成石英ガラ
スインゴットを得ることができる。
【００３４】
　本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットは、前記透明合成石英ガラスインゴットの
製造方法により得られた透明合成石英ガラスインゴットであり、前記透明合成石英ガラス
インゴットがＯＨ基濃度分布に変曲点のない滑らかな分布を有し、ガラス化後のインゴッ
トの径の中心から８０％の範囲内での４次多項式における近似線と実測値との当てはまり
度を示す下記式（１）の決定係数Ｒ２が０．９５以上、好ましくは０．９９以上である。
　Ｒ２＝（近似値の偏差平方和／実測値の偏差平方和）　　・・・・　　（１）
【００３５】
　上記式（１）をより具体的に示すと下記式（２）となる。
【数１】

【００３６】
　前記ＯＨ基濃度分布は、例えば赤外分光光度法により測定することができる。
【００３７】
　また、前記透明合成石英ガラスインゴットは、光リソグラフィー用光学部材に用いられ
るのが好適である。
【００３８】
　さらに、本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットは、つぶすだけでレンズブランク
スが出来上がるため、均質化工程が不要である。本発明に係る透明合成石英ガラスインゴ
ットは、仮焼結などを行うことなしに、ＯＨ基濃度分布に変曲点がなく且つ屈折率の均一
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だからである。故に、本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットは、均質化処理を行う
必要がない。このように、本発明に係る透明合成石英ガラスインゴットは、径方向、軸方
向のいずれもＯＨ分布が滑らかで平滑である。また、ＯＨ基濃度の最大濃度が３０ｐｐｍ
であるのが好ましい。
【００３９】
　本発明に係る合成石英ガラススート体の製造方法により得られた合成石英ガラススート
体は光学部材に適しており、半導体製造用露光装置に特に適している。
【実施例】
【００４０】
　以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、これらの実施例は例示的に
示されるもので限定的に解釈されるべきものでないことはいうまでもない。
【００４１】
　（実施例１）
　ＶＡＤ（vapor-phase axial deposition）法（気相軸付法）により、表１に示すように
、原料に四塩化珪素，燃性ガスに水素，支燃性ガスに酸素，不燃性ガスに窒素を同心円多
重管バーナーに導入し燃焼火炎中で加水分解反応させながら合成石英ガラススート体を製
造した。合成石英ガラススート体の表面温度分布を調整するにあたって、工程i) による
表面温度調整、すなわち、i) 同心円多重管バーナー１２の中心管に導入する合成石英ガ
ラススート体のケイ素原料とその外周管に導入する不燃性ガス、燃性ガス及び支燃性ガス
の導入比率を調整することにより行った。具体的には、表１に示すように、最高温度部の
温度を低下させるために燃性ガス，支燃性ガスを比較例１よりも減じ、最低温度部の温度
を上昇させるために原料の投入量を比較例１よりも減じた。原料に四塩化珪素を用いてい
るため、加水分解反応は吸熱反応であるので、原料の投入量を減ずる事は温度低下を抑制
する効果を有する。また、合成石英ガラススート体の回転軸に直交する線に対する前記同
心円多重管バーナーの芯中心軸の延長線の角度は６２°とした。
【００４２】
　赤外線サーモグラフィ（商品名：ＦＬＩＲ　ＳＣ６００、フリアーシステムズジャパン
株式会社）を用いて、定常段階における製造中の合成石英ガラススート体の回転軸から半
径８０％以内の火炎照射面領域Ｚ内での最高温度部と最低温度部の温度の差を測定したと
ころ、３０℃であった。表２に測定された各点の温度を示す。
【００４３】
　得られた合成石英ガラススート体を真空下において約１２００℃で一定時間保持し脱水
した脱水処理したのちガラス化温度以上（約１４００℃）に加熱し、透明合成石英ガラス
インゴットとした。得られた透明合成石英ガラスインゴットのＯＨ基濃度を赤外分光光度
計にて、２．７μｍの赤外線の吸収スペクトルから測定を行った。得られた透明合成石英
ガラスインゴットのＯＨ基濃度の径方向分布は、その合成石英ガラススート体の製造時に
おいて測定された温度分布と相関関係を示した。図３において、ガラス化後のインゴット
の径の中心から８０％の範囲内で４次多項式における近似線を点線で示し、実線が実測値
を滑らかに結んだ線である。図３に示すように、透明合成石英ガラスインゴットのＯＨ基
濃度の径方向分布は多少中心付近に凹凸が残るものの大きな変曲点は解消され滑らかな分
布であった。
【００４４】
　また、ガラス化後のインゴットの径の中心から８０％の範囲内での４次多項式における
近似線と実測値との当てはまり度を示す下記式（１）の決定係数Ｒ２は０．９９２であっ
た。
　Ｒ２＝（近似値の偏差平方和／実測値の偏差平方和）　　・・・・　　（１）
【００４５】
　（実施例２）
　実施例１と同様に、ＶＡＤ（vapor-phase axial deposition）法（気相軸付法）により
、表１に示すように、原料に四塩化珪素，燃性ガスに水素，支燃性ガスに酸素，不燃性ガ
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スに窒素を同心円多重管バーナーに導入し燃焼火炎中で加水分解反応させながら合成石英
ガラススート体を製造した。合成石英ガラススート体の火炎照射面領域の温度分布を調整
するにあたって、工程i) と工程ii）による表面温度調整、すなわち、i)　 同心円多重管
バーナー１２の中心管に導入する合成石英ガラススート体のケイ素原料とその外周管に導
入する不燃性ガス、燃性ガス及び支燃性ガスの導入比率を調整すること、ii)　同心円多
重管バーナー１２の芯中心軸の延長線２０と合成石英ガラススート体の火炎照射面とが交
わる点Ｐと合成石英ガラススート体１０の回転軸１６までの水平方向距離ｄ１を調整する
こと、を行った。
【００４６】
　実施例１と同様の条件において同心円多重管バーナー１２の芯中心軸の延長線２０と合
成石英ガラススート体の火炎照射面とが交わる点Ｐの合成石英ガラススート体１０の回転
軸１６までの水平方向距離ｄ１のみを表１に示すように変更した。距離ｄ１の変更は、同
心円多重管バーナーを水平方向に移動することで行った。水平方向に移動することで火炎
の高温部位及び低温部位が照射される径方向におけるスート表面の位置が変化する。また
、合成石英ガラススート体の回転軸に直交する線に対する前記同心円多重管バーナーの芯
中心軸の延長線の角度は６２°とした。赤外線サーモグラフィを用いて、定常段階におけ
る製造中の合成石英ガラススート体の回転軸から半径８０％以内の火炎照射面領域Ｚ内で
の最高温度部と最低温度部の温度の差を測定したところ、２０℃であった。表２に測定さ
れた各点の温度を示す。
【００４７】
　得られた合成石英ガラススート体を真空下において約１２００℃で一定時間保持し脱水
した脱水処理したのちガラス化温度以上（約１４００℃）に加熱し、透明合成石英ガラス
インゴットとした。得られた透明合成石英ガラスインゴットのＯＨ基濃度を赤外分光光度
計にて、２．７μｍの赤外線の吸収スペクトルから測定を行った。得られた透明合成石英
ガラスインゴットのＯＨ基濃度の径方向分布は、その合成石英ガラススート体の製造時に
おいて測定された温度分布と相関関係を示した。図４において、ガラス化後のインゴット
の径の中心から８０％の範囲内で４次多項式における近似線を点線で示し、実線が実測値
を滑らかに結んだ線である。図４に示すように、ＯＨ基濃度の径方向分布は実施例１の場
合と比較しさらに滑らかになった。
【００４８】
　また、ガラス化後のインゴットの径の中心から８０％の範囲内での４次多項式における
近似線と実測値との当てはまり度を示す下記式（１）の決定係数Ｒ２は０．９９６であっ
た。
　Ｒ２＝（近似値の偏差平方和／実測値の偏差平方和）　　・・・・　　（１）
【００４９】
　（実施例３）
　実施例１と同様に、ＶＡＤ（vapor-phase axial deposition）法（気相軸付法）により
、表１に示すように、原料に四塩化珪素，燃性ガスに水素，支燃性ガスに酸素，不燃性ガ
スに窒素を同心円多重管バーナーに導入し燃焼火炎中で加水分解反応させながら合成石英
ガラススート体を製造した。合成石英ガラススート体の表面温度分布を調整するにあたっ
て、工程i)，工程ii) 及び工程iii) による表面温度調整、すなわち、i)　 同心円多重管
バーナーの中心管に導入する合成石英ガラススート体のケイ素原料とその外周管に導入す
る不燃性ガス、燃性ガス及び支燃性ガスの導入比率を調整すること、ii)　 同心円多重管
バーナーの芯中心軸の延長線と合成石英ガラススート体の火炎照射面とが交わる点の合成
石英ガラススート体の回転軸までの水平方向距離を調整すること、iii)　同心円多重管バ
ーナー１２の芯中心軸の延長線２０におけるバーナー先端から合成石英ガラススート体１
０の火炎照射面までの距離ｄ２を調整すること、を行った。
【００５０】
　実施例２と同様の条件において同心円多重管バーナーの芯中心軸の延長線２０における
バーナー先端から合成石英ガラススート体１０の火炎照射面までの距離ｄ２のみを変更し
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った。距離ｄ２を長くすることで同心円多重管バーナーの中心管に導入される原料とその
外周管に導入される燃性ガス及び支燃性ガスが同芯円多重管バーナーから噴射され成長面
に到達するまでの距離を長くすることで火炎中での加水分解の進行に十分な時間を確保す
ることができる。また、合成石英ガラススート体の回転軸に直交する線に対する前記同心
円多重管バーナーの芯中心軸の延長線の角度は６２°とした。赤外線サーモグラフィを用
いて、定常段階における製造中の合成石英ガラススート体の回転軸から半径８０％以内の
火炎照射面領域Ｚ内での最高温度部と最低温度部の温度の差を測定したところ、１０℃で
あった。表２に測定された各点の温度を示す。
【００５１】
　得られた合成石英ガラススート体を真空下において約１２００℃で一定時間保持し脱水
した脱水処理したのちガラス化温度以上（約１４００℃）に加熱し、透明合成石英ガラス
インゴットとした。得られた透明合成石英ガラスインゴットのＯＨ基濃度を赤外分光光度
計にて、２．７μｍの赤外線の吸収スペクトルから測定を行った。得られた透明合成石英
ガラスインゴットのＯＨ基濃度の径方向分布は、その合成石英ガラススート体の製造時に
おいて測定された温度分布と相関関係を示した。図５において、ガラス化後のインゴット
の径の中心から８０％の範囲内で４次多項式における近似線を点線で示し、実線が実測値
を滑らかに結んだ線である。図５に示すように、ＯＨ基濃度の径方向分布は実施例２の場
合と比較しさらに滑らかになった。
【００５２】
　また、ガラス化後のインゴットの径の中心から８０％の範囲内での４次多項式における
近似線と実測値との当てはまり度を示す下記式（１）の決定係数Ｒ２は０．９９７であっ
た。
　Ｒ２＝（近似値の偏差平方和／実測値の偏差平方和）　　・・・・　　（１）
【００５３】
　（比較例１）
　ＶＡＤ（vapor-phase axial deposition）法（気相軸付法）により、表１に示すように
、原料に四塩化珪素，燃性ガスに水素，支燃性ガスに酸素，不燃性ガスに窒素を同心円多
重管バーナーに導入し燃焼火炎中で加水分解反応させながら合成石英ガラススート体を製
造した。赤外線サーモグラフィを用いて、定常段階における製造中の合成石英ガラススー
ト体の回転軸から半径８０％以内の火炎照射面領域Ｚ内での最高温度部と最低温度部の温
度の差を測定したところ、８０℃であった。表２に測定された各点の温度を示す。
【００５４】
　得られた合成石英ガラススート体を真空下において約１２００℃で一定時間保持し脱水
した脱水処理したのちガラス化温度以上（約１４００℃）に加熱し、透明合成石英ガラス
インゴットとした。得られた透明合成石英ガラスインゴットのＯＨ基濃度を赤外分光光度
計にて、２．７μｍの赤外線の吸収スペクトルから測定を行った。図６に示すように、得
られた透明合成石英ガラスインゴットのＯＨ基濃度の径方向分布は、その合成石英ガラス
スート体の製造時において測定された温度分布と相関関係を示した。その合成石英ガラス
スート体の製造時において径方向で最高温度部であった透明合成石英ガラスインゴットの
インゴット中心はＯＨ基濃度が局所的に低下しており、逆にその合成石英ガラススート体
の製造時において最低温度部であった透明合成石英ガラスインゴットのインゴット径方向
２０～３０％付近では、最高ＯＨ基濃度を示した。
【００５５】
　また、ガラス化後のインゴットの径の中心から８０％の範囲内での４次多項式における
近似線と実測値との当てはまり度を示す下記式（１）の決定係数Ｒ２は０．９０６であっ
た。
　Ｒ２＝（近似値の偏差平方和／実測値の偏差平方和）　　・・・・　　（１）
【００５６】
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【表１】

【００５７】
【表２】

【００５８】
　以上のように、実施例１～３で得られた合成石英ガラススート体を用いて製造された透
明合成石英ガラスインゴットは、ＯＨ基濃度分布に変曲点がなく滑らかな分布を有するも
のであるから、屈折率の均一な合成石英ガラススート体が得られ、それにより透明合成石
英ガラスインゴットが得られたことがわかる。また、比較例１では、透明合成石英ガラス
インゴットのインゴット中心においてＯＨ基濃度が局所的に低下していることから、屈折
率の均一な合成石英ガラススート体が得られず、それを用いて製造された透明合成石英ガ
ラスインゴットでもＯＨ基濃度分布に変曲点がなく滑らかな分布を有さず、屈折率が均一
とならなかったことがわかる。
【符号の説明】
【００５９】
　１０：合成石英ガラススート体、１２：同心円多重管バーナー、１４：成長火炎、１６
：合成石英ガラススート体の回転軸、１８：半径ｒに対して８０％の径、２０：同心円多
重管バーナーの芯中心軸の延長線、２２：合成石英ガラススート体の回転軸に直交する線
、２４：火炎照射面、ｄ１：点Ｐと合成石英ガラススート体の回転軸までの水平方向距離
、ｄ２：バーナー先端から合成石英ガラススート体の火炎照射面までの距離、Ｏ：スート
体の中心と火炎照射面領域の交わる点、Ｐ：同心円多重管バーナーの芯中心軸の延長線と
合成石英ガラススート体の火炎照射面とが交わる点、Ｑ：スート体の半径ｒに対して８０
％の径の部分の火炎照射面領域の点、ｒ：合成石英ガラススート体の回転軸からの半径、
Ｚ：合成石英ガラススート体の回転軸から半径８０％以内の火炎照射面領域。
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