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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウム蒸発のための混合物であって、リチウム塩類及び還元剤を含み、前記リチウム
塩類がチタン酸塩（Ｌｉ2ＴｉＯ3）、タンタル酸塩（ＬｉＴａＯ3）、ニオブ酸塩（Ｌｉ
ＮｂＯ3）、タングステン酸塩（Ｌｉ2ＷＯ4）、及びジルコン酸塩（Ｌｉ2ＺｒＯ3）の中
で選択されることを特徴とする混合物。
【請求項２】
　前記還元剤が、アルミニウム、ケイ素、ジルコニウム、チタニウム、又はジルコニウム
若しくはチタニウムの合金の中で選択される、請求項１に記載の混合物。
【請求項３】
　前記合金が、Ｚｒ８４％，Ａｌ１６％の重量成分百分率の合金、又はＺｒ７６．５％，
Ｆｅ２３．５％の重量成分を有する合金の中で選択される、請求項２に記載の混合物。
【請求項４】
　前記リチウム塩類及び前記還元剤が粉末形態である、請求項１に記載の混合物。
【請求項５】
　前記リチウム塩類と前記還元剤の間の重量比が、１０：１と１：１０の間である、請求
項１に記載の混合物。
【請求項６】
　前記粉末の前記混合物が圧縮されてペレットの形態になる、請求項４に記載の混合物。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、産業への応用で要求されるリチウム蒸発で利用される混合物及びこれらの混
合物を使用するリチウム・ディスペンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムは、電子工学分野で長く利用される。特に、この金属は、感光面、例えば、光
増幅器、又は光電子増倍管の製造のために過去に使用された。合金、又は塩類の形態のリ
チウムの他の重要な用途は、バッテリ要素の形成である。
【０００３】
　リチウムの応用の新しい分野は、ＯＬＥＤ（「有機ＥＬディスプレイ」）スクリーンで
ある。この応用の重要性のために、以下では、特にこのＯＬＥＤだけが参照されるが、本
発明は更に一般的な適用範囲を有する。
【０００４】
　要するに、ＯＬＥＤは、（ガラス、又はプラスチックで作られた）第１の平坦で透明な
支持体と、必ずしも透明である必要はなく、ガラス、金属、又はプラスチックで作られ、
本質的に平坦であって第１の支持体に対して平行であり、閉じた空間を形成するように周
辺に沿って固定される第２の支持体と、前記空間内での結像のための活性構造で形成され
る。次に、活性構造は、第１のシリーズの透明で直線の互いに平行な電極で構成され、陽
極機能を一般に有し、第１の支持体に堆積し、第１のシリーズの電極に体積し、異なる有
機ＥＬ材料のマルチレイヤは、電子の材料導体の少なくとも１つのレイヤであって、電子
空格子点の材料導体の１レイヤ、第１のシリーズの直線で互いに平行な電極に対して垂直
で、陰極機能を有し、２つのシリーズの電極の間に含まれるように、有機材料のマルチレ
イヤの反対側と接触する第２のシリーズの直線の互いに平行な電極を含む。例えば、ＯＬ
ＥＤスクリーンの構造と動作原理の更に詳細な説明のために、ヨーロッパ特許出願EP-A-8
45924号、EP-A-949696号、日本特許出願JP-A-9-078058号、米国特許第6,013,384号を参照
できる。
【０００５】
　最近、少量の電子供与体材料をＯＬＥＤ構造に付加することが、スクリーン、及びこれ
らのエネルギー消費の機能を果たすために２つのシリーズの電極に印加される電位差の減
少を可能にすることが分かった。特に、米国特許第6,013,384号は、有機マルチレイヤの
１又は複数のレイヤのドーピングのためにこれらの金属を使用することを開示し、米国特
許第6,255,774は、陰極と隣接有機レイヤの間に（５ナノメートル未満の）非常に薄いレ
イヤを形成することを開示する。これらの米国特許を読めば（特に、実施例から）明らか
な様に、この目的に特に適している元素はリチウムであって、恐らくその小さな寸法によ
って、特に薄い連続レイヤの製造、又は有機基質の中の分散を可能にする。
【０００６】
　大気ガスと湿気に対する高い反応性のために、（任意のアルカリ金属と同様に）一般に
リチウムは純金属の形態では工業的に利用されないが、むしろ化合物の形態では、室温に
おいて空気中で安定である。最も一般的に使用される化合物は、重クロム酸塩、Ｌｉ2Ｃ
ｒ2Ｏ7、又は、更に一般的には、クロム酸塩、Ｌｉ2ＣｒＯ4であり、混合物中では還元剤
を有する。これらの混合物を５００℃より高い温度で加熱することによって反応が起こり
、その反応によって、リチウムを蒸気として解放する結果、更に低い原子価にクロムは還
元される。一般に、還元剤として、アルミニウム、ケイ素、又はゲッター合金、即ち、チ
タニウムベースの、又はジルコニウムベースの合金が、アルミニウム、又は１又は複数の
遷移元素と一緒に使用される。これらの混合物の使用は、例えば、米国特許第2,117,735
号、及び米国特許第3,578,834号で開示される。一般に、混合物は、固体粒子を保持でき
るが、例えば、米国特許第3,579,459号、及び米国特許第4,233,936号に示される様なアル
カリ金属の蒸気に対して浸透性の表面の少なくとも一部を有する適切なディスペンサの内
側で使用される。
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【０００７】
　しかし、アルカリ金属のクロム酸塩、及び重クロム酸塩は、六価クロムを含む短所を有
し、六価クロムは接触、嚥下、又は吸入によって炎症を起し、長時間露出した場合に発癌
性である。
【０００８】
　クロム塩の使用を回避するために、例えば、アルミニウムとのリチウム合金の利用が提
案されてきた。その種の合金の実施例は、記事「“Simple source of Li metal for evap
orators in ultrahigh vacuum （UHV） applications”, by F.J. Esposto et al, publi
shed on J. Vac. Sci. Technol., pages 3245-7, Vol. 12, no. 6 of 1994」で与えられ
る。類似の用途の他の実施例は、日本国特許出願第2004-164992号で与えられる。しかし
、これらの合金を採用することは、金属の急な放出を伴う、リチウム蒸発の非常に不規則
な特性のために困難であり、これらの合金が工業生産において本質的に使用に適さないよ
うにする。
【０００９】
　国際特許出願公報 WO 2004/066337 A1, WO 2004/066338 A1 及び WO 2004/066339 A1 
は、これらの放出のために、アルカリ金属のタングステン酸塩、モリブデン酸塩、及びバ
ナジウム酸塩を各々記載するが、リチウム塩類について特に記載、又は参照していない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、従来技術の問題点を克服する、リチウム蒸発のための混合物を提供す
ることである。
【００１１】
　本発明の他の目的は、これらの混合物を利用するリチウム・ディスペンサを提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　これら、及び他の目的が、リチウム塩類と還元剤の間の混合物を扱い、リチウム塩類が
チタン酸塩（Ｌｉ2ＴｉＯ3）、タンタル酸塩（ＬｉＴａＯ3）、ニオブ酸塩（ＬｉＮｂＯ3

）、タングステン酸塩（Ｌｉ2ＷＯ4）、及びジルコン酸塩（Ｌｉ2ＺｒＯ3）の中で選択さ
れることを特徴とする本発明によって達成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　発明者は、上記の中で選択されたリチウム塩類と１又は複数の還元剤の混合物が、六価
クロムの化合物に頼る必要性を除去するだけでなく、産業上の利用に有利な追加特性を有
することを見出した。第１に、リチウム蒸発の特徴（特に、速度）は容易に制御でき、再
現できる。更に、上記のリチウム塩類はクロム塩類よりも吸湿性が非常に低く、リチウム
蒸発の間に湿気も蒸発するリスクを減少させ、リチウム蒸発の間に湿気も蒸発するリスク
は、ＯＬＥＤの機能に対して極めて危険である。引用した塩類の中では、好ましいのはチ
タン酸塩である。何故ならば、チタン酸塩がリチウムの最も高い重量百分率の含有量を示
すものだからであり、発明者によって実施された試験で、この塩類が、蒸発のために僅か
なエネルギーを要することが分かったからであり、その上、リチウムチタン酸塩が特に円
滑なリチウム蒸発を生じさせ、円滑なリチウム蒸発は容易に制御可能であることが分かっ
たからである。
【００１４】
　発明者の米国特許第6,753,648号は、セシウムの蒸発のための、本発明の塩類に類似の
塩類を記載する。しかし、（特に、減少した寸法、及びＣｓ+に対するイオンＬｉ+の高い
分極率による）リチウムとセシウムの間の化学的特性の違いのために、引用された米国特
許の教示はリチウムの場合に直接適用できず、例えば、モリブデン酸塩の陰イオンは、ア
ルカリ金属の蒸発のために有用な塩類をセシウムを用いて形成し、一方で、モリブデン酸
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塩の陰イオンは、リチウムを用いて急な制御不能な蒸発を生じさせ、産業への応用には適
さず、これに反して、極度に含水性なので、セシウムチタン酸塩は実際の役に立たず、一
方で、リチウムチタン酸塩は、リチウム蒸発のために好ましい塩類であることが判明した
。
【００１５】
　本発明の混合物で利用される還元剤は、クロム酸塩に基づくディスペンサ（例えば、ア
ルミニウム、ケイ素、ジルコニウム、又はチタニウム）、又は出願人によってＳｔ１０１
（登録商標）の名称で製造され販売されるジルコニウム、又はチタニウムを含む合金（例
えば、Ｚｒ８４％，Ａｌ１６％の重量成分百分率の合金）、又は出願人によってＳｔ１９
８（登録商標）の名称で製造され販売されるＺｒ７６．５％，Ｆｅ２３．５％の重量成分
を有する合金で利用される既知の成分の１つである。複数の還元剤の混合物を使用するこ
とも可能である。
【００１６】
　リチウムの化合物と還元剤の間の接触を改善するために、これらは粉末形態で利用され
ることが好ましい。一般に、両方の混合物成分は１ｍｍより小さい粒径を有し、５００μ
ｍより小さい粒径が好ましく、粒径が１０～１２５μｍの間であることが更に好ましい。
一般に、１０μｍより小さい粒径を有する粉末は、製造における扱い、及びディスペンサ
の内側に維持することが困難であり、更に、還元剤の場合には、過度に細かい粉末が製造
プラントにおける安全上の問題を生じさせ得る。これに反して、混合物の２つの成分の間
の接触に示される粒径より大きな粒径を有する粉末は更に悪くなり、リチウム蒸発をもた
らす反応が減速する。
【００１７】
　リチウム塩類と還元剤の間の重量比は、広範囲の中で変化し得る。その種の比率は、１
０：１と１：１０の間であることが好ましい。還元剤に関して過度にリチウム塩類を使用
することは、実際的な利点を提供せず、逆に、特に還元剤がゲッター合金（例えば、Ｓｔ
１０１（登録商標）合金）であるとき、リチウム塩類との反応に巻き込まれない一部分が
、反応の間に放散されるガスを吸収する効果を有し得るので、混合物中の過剰分は有用で
あり得る。リチウム塩類と還元剤の間の好ましい重量比は、１：５である。
【００１８】
　混合物は、ルース粉末の形態で使用できる。しかし、ペレットの形態で使用されること
が好ましく、混合物成分の間の接触を更に向上させる利点を有し、容器に装填する操作を
容易にする。発明者によって見出された、粉末と比較したペレットの他の利点は、実施例
によって更に詳細に記載されるように、ペレットがリチウム蒸発のために更に少ない量の
エネルギーを必要とすること、及び混合物のリチウム装填が更に完全に使用されることで
ある。
【００１９】
　容器は、用途に適合する任意の材料、及び形状で作られる。
【００２０】
　特に、材料に関する限り、これは処理雰囲気、及びリチウムを分配する混合物に対して
、使用中に予測できる任意の温度（１０００℃を超え得る）において、更に、使用温度に
おいて化学的に不活性であるべきであり、材料形成容器は、例えば、機械的強度、又は形
状を変更する実質的な物理的変性を受けるべきではなく、出来るだけ低い値のガス放出を
示さなければならない。これらの特徴を有する材料は、例えば、金属、合金、セラミック
、又はグラファイトである。更に容易な加工性、及び成形性のために、金属、及び合金を
利用することが好ましい。金属、及び合金を使用する他の利点は、容器壁を通して単に電
流を流すことによってリチウム蒸発の温度でディスペンサが加熱できることである。容器
を作るために好ましい金属、及び合金は、モリブデン、タンタル、タングステン、ニッケ
ル、鋼鉄、及びニッケル－クロム、又はニッケル－クロム－鉄合金である。
【００２１】
　容器の形状は、米国特許第3,578,834号、米国特許第3,579,459号、米国特許第3,598,38
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4号、米国特許第3,636,302号、米国特許第3,663,121号、米国特許第4,233,936号、及び米
国特許第6,753,648号で既知の任意の形状であり得る。また、種々の形状、及び材料の容
器も、例えば、 Austrian company Plansee 又は US company Midwest Tungsten Service
 によって取り引きされる。本発明のディスペンサの第１の可能な形状が、図１に示され
る。ディスペンサ１０は、内側に本発明の混合物を有する容器を含む。容器は上部１１、
及び下部１２のアセンブリによって形成され、２つの部分が金属で作られることが好まし
く、例えば、スポット溶接によって互いに結合される。下部は（例えば、コールドスタン
プによって得られる）凹部を中央部に示し、そこに収納された本発明の混合物を有し、上
部はリチウム蒸気の放出を許容する多数の開口部１３，１３’，．．．，（図面では、部
分１２の凹部に対応する点線によって定められる領域）を有する。図示されるように、本
発明の混合物は、部分１２の凹部に粉末形態で存在し、混合物は構成要素１４として図示
され、他の実施例では、混合物のペレットを形成することが可能であり、凹部をそれらで
満たす。ディスペンサ１０は２つの端部に「翼部」１５，１５’を有し、翼部１５，１５
’は、直流電流によってディスペンサを加熱するための電気端子との接続に特に適応する
。
【００２２】
　ディスペンサの他の可能な形状が、図２に示される。この容器は、イタリア国特許出願
第MI2004A002279号に更に詳細に記載される。ディスペンサ２０は、中心容器２１、及び
シールド２２から形成される。図面では、容器２１は、開口部２３以外は閉じられ、容器
は３つの開口部を有し、３つの開口部の１つがシールドによって隠されるが、これらは任
意の数だけ存在し得る。シールド２２は容器２１の周りで同心円状に配置され、スペーサ
２４（１つだけ図示される）によって正しい位置に保持され、シールドは開口部２３に対
して半径方向に対応する位置に開口部２５を有する。容器の中では、本発明の混合物がリ
チウム塩類と還元剤の間に存在し、この場合、混合物は複数のペレット２６として示され
、容器の底部に互いに別に配置される。リチウムの蒸発は、容器の加熱によって（例えば
、（１つだけ図示された）接点２７を通って端部に電流を供給することによって）起きる
。
【００２３】
　以下の実施例によって、本発明は更に詳細に示される。
【実施例１】
【００２４】
　図１に示される容器に類似の容器は、０．２ｍｍの厚さを有するインコネル（ニッケル
－クロムを主に含み、少量の他の金属をプラスした合金）のシートを利用することによっ
て製造される。容器は、横方向寸法１００＊２４ｍｍ、凹部の高さ６ｍｍを有し、約１０
ｇの混合物で合金Ｓｔ１０１と重量比５：１のＬｉ2ＴｉＯ3の間を満たし、混合物は、約
１７００ｋｇの圧力下での粉末混合物の圧縮によって得られる、直径６ｍｍ、高さ３ｍｍ
を有するペレットの形態で利用される。
【００２５】
　ディスペンサは、真空チャンバの底部に配置され、横方向寸法３＊３ｃｍの小さなガラ
スプレートが、ディスペンサの上方の約２０ｃｍの位置に配置される。容器の端部（図１
の「翼部」１５，１５’）に約６時間の間１００Ａの電流が加えられ、電流はディスペン
サを約８００℃の温度まで加熱し、混合物成分とリチウム蒸発の間に反応を起こし、少量
の蒸発したリチウムがガラスプレートで凝縮して、そこに薄膜を形成する。
【００２６】
　テストの間、チャンバは、蒸発の間に放出されるガスの量をモニタするために質量分析
計のサンプルラインへ接続される（明らかに、リチウムを除く。チャンバの冷壁への凝縮
のために、この元素は質量分析計に送られない）。実体のあるガス放出は、全体テストの
間は観測されない。
【００２７】
　テストの終わりで、蒸発したリチウムの量が、インライン質量分析の結果を考慮するこ
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とにより、テストの前後のディスペンサの質量差を測定することによって推定される。質
量差はリチウム蒸発へ完全に帰し、従って、１００％の金属蒸発をもたらす。
【００２８】
　また、ガラスプレートに形成された薄膜の分析も、純度をチェックするために、ＨＣｌ
溶液に溶かすこと、及び得られた溶液を原子吸光により化学分析することによって実行さ
れ、薄膜は１重量％未満の量の不純物を含有する。
【００２９】
　チャンバでは、ガラスプレート付近に、そこに堆積した材料の重みで機能する水晶振動
周波数の変化を利用することによって薄膜の成長速度を測定する当該分野で既知の装置で
ある水晶振動子モニタ（ＱＣＭ）も実装され、金属リチウムの密度、及び音響インピーダ
ンスの知識から、重量増加は時間と共に増加する薄膜厚さに関連し、従って、約０．２オ
ングストローム／秒（Å／ｓ）の値を有する一定速度の薄膜堆積を得る。
【実施例２】
【００３０】
　図２で示されるものに類似のリチウム・ディスペンサが、両方が厚さ０．２ｍｍのステ
ンレス鋼で作られた円筒型中心容器、及びシールドを含むことが好ましい。容器は長さ１
０ｃｍ、直径３．１ｃｍで、上部の線に沿って５ｃｍ間隔を空けられた直径２．５ｍｍの
２つの穴を有し、容器の周りで同心円状に配置されたシールドは、同じ長さで、直径３．
４ｃｍを有し、直径１１ｍｍの４つの穴が有り、２つの穴は容器表面の穴と向き合い、他
の２つの穴は最初の２つの穴の間に配置され、１２ｍｍだけ互いに間隔を空けられる。容
器は、１１０ｇの混合物で、合金Ｓｔ１０１と重量比１：１のＬｉ2ＴｉＯ3の間を満たさ
れ、混合物はルース粉末の形態で利用される。
【００３１】
　ディスペンサは真空チャンバの底部に配置され、中心容器の端部に直流を供給すること
によって加熱され、従ってリチウム蒸発を起こす。テストは、約４０時間続く。チャンバ
では、リチウム薄膜の成長速度を測定するためにディスペンサから３６ｃｍ離れた位置に
ＱＣＭが存在し、リチウム薄膜の成長速度は、ディスペンサからの同じ金属の蒸発速度に
比例する。ＱＣＭはフィードバック・ループを介して電源に接続され、０．２８Å／ｓの
成長速度を得るようにシステムが調整される。蒸発が進むにつれて、ディスペンサに残さ
れるリチウムの量は少なくなり、蒸発速度を維持するために必要な温度は上昇し、これは
更に大きな電力を必要とすることを意味し、電流の値が時間と共に最大電流値３００Ａ（
システムが供給できる限界値）まで上昇する。
【００３２】
　図３では、このテストの結果が報告され、曲線１は、薄膜堆積率（ＦＤＲ、グラフの左
側の軸でÅ／ｓで測定される）の傾向を堆積したリチウム薄膜の厚さ（Ｔ、Åで測定され
る）の関数として示し、曲線２は、テストの間のディスペンサの端部において測定された
電圧（Ｖ、グラフの右側の軸でボルトで測定される）の傾向を示す。
【実施例３】
【００３３】
　実施例２のテストが繰り返され、唯一の相違点は、この場合、リチウムを分配する混合
物が、直径６ｍｍ、高さ３ｍｍのペレットの形態で存在し、各々の重量は約０．３ｇであ
り、約１７００ｋｇの圧力下での粉末混合物の圧縮によって得られることである。
【００３４】
　このテストの結果は図３に報告され、曲線３は、蒸発速度の傾向を示し、曲線４は、テ
ストの間にディスペンサの端部で測定された電圧の傾向を示す。曲線２は、粉末、又はペ
レットを充填されたディスペンサの異なる振る舞いが観察される末端部分は別にして、テ
ストの最初から曲線１に本質的に重ね合わされる。
【００３５】
　実施例（特に、実施例１）のテストで観察されるように、急激な現象なしに一定特性の
金属蒸発を示すので、本発明の混合物は産業上のプロセスで使用するのに適切であり、潜
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再現可能な方法、及び一定速度で成長させることを可能にする。実施例２、及び実施例３
で得られた結果の比較は、粉末、及びペレットの両方が本発明のディスペンサの目的には
適切であるが、より長い時間にわたって、一定の蒸発速度で（約２５８００Åの薄膜厚さ
までは、図３の曲線３、粉末を用いて得られる約２２３５０Åの厚さは、図３の曲線１）
リチウムを蒸発させることを可能にするので、ペレットを充填されたディスペンサが好ま
しいことを示す。この振る舞いの理由は、まだ完全には明らかではないが、蒸発の動作温
度にでは、ペレットよりもルース粉末の方がより良好な表面接触を有し、従って、より良
好な導電体として振る舞い、その結果、電流が粉末を流れるとき、ペレットと比較して少
ない熱が発生し、粉末を使用する全体的な効果について、リチウム蒸発を起こすのに有効
な温度値まで混合物を加熱するために更に大電流が必要であると信じられる。この解釈は
、テスト全体を通して、ルース粉末を充填されたディスペンサと比較して、ペレットを充
填されたディスペンサの端部における高い電圧降下を示す図３の２つの曲線３，４によっ
て確認されるようである。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明によるリチウム・ディスペンサの可能な形態の一部断面斜視図である。
【図２】本発明によるリチウム・ディスペンサの好ましい形態の一部断面斜視図である。
【図３】本発明の混合物を使用するディスペンサのリチウム蒸発特性を示すグラフである
。
【符号の説明】
【００３７】
　１０，２０　　ディスペンサ
　１１　　上部
　１２　　下部
　１３，１３’，２３，２５　　開口部
　１４　　構成要素
　１５，１５’　　翼部
　２１　　中心容器
　２２　　シールド
　２４　　スペーサ
　２６　　ペレット
　２７　　接点
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