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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　るつぼライナを製造する方法であって、
　ホウ酸リチウム粒子を液体と混ぜてペーストを形成すること、
　該ホウ酸リチウムペーストを型の内表面に配置すること、及び
　前記ホウ酸リチウムペーストを焼き、前記ホウ酸リチウムペーストを乾燥させて、その
形状及び厚さを維持する独立的なるつぼライナを形成することを含む、
　方法。
【請求項２】
　前記ホウ酸リチウムは、実質的に純粋なテトラホウ酸リチウムである、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記ホウ酸リチウム粒子の少なくとも５０％は、１００μｍより少ない大きさを有する
、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記型は、少なくとも２つの部分を有する、請求項１乃至３のうちのいずれか１項に記
載の方法。
【請求項５】
　前記型は、シリコーンで製造される、請求項１乃至４のうちのいずれか１項に記載の方
法。
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【請求項６】
　前記ホウ酸リチウムペーストを焼くステップの前に、前記型の内表面で前記ホウ酸リチ
ウムペーストを乾燥させるステップを更に含む、請求項１乃至５のうちのいずれか１項に
記載の方法。
【請求項７】
　前記ホウ酸リチウムを乾燥させるステップは、少なくとも５時間に亘って７０℃～２０
０℃の温度で実施される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ホウ酸リチウムペーストを焼くステップは、
　炉内の前記ホウ酸リチウムを第１の時間の期間に亘って第１の温度で点火すること、及
び
　前記炉内の前記温度を第２の時間の期間に亘って第２の温度まで上昇させることを含む
、
　請求項１乃至７のうちのいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の温度は、４００℃～６００℃であり、前記第１の時間の期間は、１～１０分
である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２の温度は、６００℃～７００℃であり、前記第２の時間の期間は、５～２０分
である、請求項８又は９に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のうちのいずれか１項に記載の方法により製造されるるつぼライナで
あって、当該るつぼライナはカップ形状の形態を有し且つ独立型のるつぼライナである、
るつぼライナ。
【請求項１２】
　前記るつぼライナは、前記カップ形状の形態を作り上げるよう接合させられる粒状構造
の粒子を有する、請求項１１に記載のるつぼライナ。
【請求項１３】
　蛍光Ｘ線サンプル準備法において請求項１１又は１２に記載のるつぼライナを使用する
方法であって、
　前記るつぼライナを白金るつぼ内に配置すること、
　サンプルを前記るつぼライナ内に配置すること、
　前記るつぼ内の前記サンプルの温度を反応温度まで上昇させて、前記るつぼライナと実
質的に反応せずに前記サンプルを酸化させること、及び
　前記るつぼ内の前記サンプルの温度を、前記るつぼライナがフラックスとして作用し且
つ前記酸化サンプルを溶かす溶融温度まで上昇させることを含む、
　方法。
【請求項１４】
　前記反応した酸化サンプルに対して蛍光Ｘ線測定を実施することを更に含む、請求項１
３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はホウ酸リチウムるつぼライナに関し、ホウ酸リチウムるつぼライナを製造する
方法及びホウ酸リチウムるつぼライナを使用する方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　蛍光Ｘ線測定、即ち、ＸＲＦ測定を行うために、サンプル（試料）を準備する必要があ
る。サンプルを粉末状にしてフラックス(flux)を備える白金るつぼ又は金るつぼ内に配置
し得る。フラックスが液体になる温度までるつぼを加熱し、サンプルはフラックス中に溶
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ける。次に、溶解物(melt)を冷却し、るつぼの内側にガラス質の「ビード」又はサンプル
の成分が溶液のような堆積物の内側に分散させられた鋳造ディッシュを残す。次に、堆積
物又はビード上でＸＲＦ測定を行い得る。
【０００３】
　しかしながら、極めてよく反応する一部の材料を使用するときに問題が起こり得る。具
体的には、サンプルが極めてよく反応する場合、サンプルは白金るつぼに損傷を引き起こ
す酸素を伴う極めて発熱的な反応プロセスを経ることがあり得る。
【０００４】
　この問題に取り組むために、ある処置がRutherfordによって提案された。フラックス材
料をサンプルのない白金るつぼ内に配置し、フラックスが溶解する温度より上まで炉内で
加熱する。次に、るつぼを炉から取り除き、ガラス質のフラックス表面がるつぼ内に生じ
るのに十分な時間に亘って周囲空気によって冷却されるよう回転させる。次に、サンプル
をガラス質のフラックス表面の内側に加え、炉内で加熱する。
【０００５】
　しかしながら、この処置は困難であり且つ危険である。何故ならば、１０００℃を超え
る極めて高温のるつぼは、典型的には、炉の外側で手で回転させられるからである。従っ
て、この方法は、最も熟練した科学者による以外、希にしか使用されない。
【０００６】
　従って、反応性材料の解析のためのＸＲＦサンプルを準備するより安全且つより容易な
方法の必要がある。
【０００７】
　特許文献１は、アルミニウムマグネシウムカルシウム鉄合金サンプルを準備するための
溶解サンプリング方法を教示している。白金るつぼのテトラホウ酸リチウム壁が先ず準備
される。特許文献２は、ホウ酸リチウムを含むＸ線フラックスの組成を教示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】中国特許出願公開第ＣＮ１０２３３１３６４Ａ号明細書
【特許文献２】豪州特許出願公開第ＡＵ２０１０２４９１９５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の第１の特徴によれば、請求項１に従ったるつぼライナを製造する方法が提供さ
れる。
【００１０】
　フラックスの独立型のるつぼライナをこのように製造することによって、改良されたＸ
ＲＦサンプル準備が可能である。通常、フラックスはサンプルと共に白金るつぼ内に配置
される。しかしながら、本発明者は、保護ライナ内にフラックスを形成することが可能で
あり、フラックスの溶解温度(melting　temperature)まで温度を上昇させてサンプルがフ
ラックス内に取り込まれるのを可能にする前に白金るつぼを損傷から守るために保護ライ
ナを用い得ることに気付いた。
【００１１】
　具体的には、改良されたＸＲＦサンプル準備方法は、
　ホウ酸リチウムライナを白金るつぼ内に配置すること、
　ホウ酸リチウムライナ内にサンプルを配置すること、
　るつぼ内のサンプルの温度を反応温度まで上昇させ、ホウ酸リチウムライナと実質的に
反応せずにサンプルを酸化させること、及び
　るつぼ内のサンプルの温度を、ホウ酸リチウムライナがフラックスとして作用し且つ酸
化サンプルを溶かす溶融温度(fusing　temperature)まで上昇させることを含み得る。
【００１２】
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　このようにして、白金るつぼライナは、白金るつぼを反応温度で起こる如何なる反応か
らも保護する。反応が完了した後、温度を再び溶融温度まで上昇させて、フラックス中に
溶かされた(dissolved)サンプルを得る。
【００１３】
　サンプルを準備した後、サンプル上でＸＲＦ測定を行い得る。
【００１４】
　多数の異なるフラックス材料が知られているが、実験が示唆することは実質的に純粋な
事前融解(pre-fused)ホウ酸リチウム（Ｌｉ２Ｂ４Ｏ７）から特定の効果的なるつぼライ
ナを作製し得ることである。
【００１５】
　るつぼライナが独立型(free-standing)であること、即ち、るつぼライナを型から除去
し得るよう焼成ステップの後にその形状及び厚さを維持することを可能にするために、粒
子径は高過ぎてはならない。従って、ホウ酸リチウム粒子の少なくとも５０％が１００μ
ｍ未満の大きさを有する。好ましくは、ホウ酸リチウム粒子の少なくとも８０％が１００
μｍ未満の大きさを有する。ホウ酸リチウム粒子が大過ぎるならば、それらを粉砕して正
しい粒子径をもたらし得る。
【００１６】
　型は、焼成した後に分離して焼成した後のるつぼライナの取外しを可能にし得るよう、
二部型であり得る。よって、好適な実施態様は少なくとも２つの部分を備える型を用いる
。代替的な実施態様はスラリ(slurry)又はスリップ(slip)の注入を用いる。
【００１７】
　型のために如何なる適切な材料をも用い得るが、特定の実施態様はシリコーン(silicon
e)を用いる。
【００１８】
　好適な実施態様において、本方法は、ホウ酸リチウムペーストを焼くステップの前に、
型の内表面にホウ酸リチウムペーストを乾燥させる別個のステップを更に含む。
【００１９】
　ホウ酸リチウムを乾燥させるステップを、少なくとも５時間に亘って、例えば、最大２
０時間まで、７０℃～２００℃の温度で実施する。このステップを夜通し行い得る。次に
、更なる処置の前に、フラックスライナを型から取り除き得る。本発明者は、この初期的
な乾燥ステップがより良好な構造を有するフラックスライナをもたらすことを見出した。
理論によって縛られることを欲しないが、本発明者は、後続の処理ステップにおける水の
存在が問題を引き起こし得ると考える。何故ならば、水は蒸発して気泡を形成するからで
ある。ホウ酸リチウムを初めに乾燥させることによって、これらの問題を低減させ得る。
【００２０】
　二段階焼成プロセスを用い得る。その場合、ホウ酸リチウムペーストを焼くステップは
、
　炉内のホウ酸リチウムを第１の時間の期間に亘って第１の温度で点火すること、及び
　炉内の温度を第２の時間の期間に亘って第２の温度まで上昇させることを含む。
【００２１】
　特定の方法において、第１の温度は、４００℃～６００℃であり得るし、第１の時間の
期間は、１～１０分であり得る。
【００２２】
　第２の温度は、６００℃～７００℃であり得るし、第２の時間の期間は、５～２０分で
あり得る。
【００２３】
　他の特徴において、本発明は、カップ形状の形態を有し且つホウ酸リチウムで製造され
る、るつぼライナに関する。
【００２４】
　添付の図面を参照して、本発明の実施例を今や記載する。
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【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】るつぼライナが内側に形成された型を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明を使用する方法の具体的な実施例を今や記載する。
【００２７】
　事前溶融(prefused)ホウ酸リチウム（Ｌｉ２Ｂ４Ｏ７）フラックス(flux)の商業的サン
プル（試料）を得た。次に、これを粉砕器内で粉砕し、ふるい法を使用して測定した粒子
の９１％が１００μｍより下である粒径分布を得た。
【００２８】
　スパチュラでひとすくいしたポリビニルアルコール（ＰＶＡ）を１００ｍｌの逆浸透水
（ＲＯ水）と混ぜた。
【００２９】
　７ｇの粉砕されたホウ酸リチウムフラックスを瑪瑙乳棒(agate　pestle)及び乳鉢(mort
ar)内で２ｍｌのＰＶＡ／水と混ぜ、ペーストを形成した。
【００３０】
　シリコーンの二部型は、２つの型部分２，４を有した。ペースト６を型の内面にほぼ均
一な厚さに塗工した。次に、ホウ酸リチウムを夜通し型内で１０５℃で乾燥させた。フラ
ックスライナを型から取り外し、焼くためにマッフル炉に移し、５分に亘って５００℃で
点火し、次に、１０分に亘って温度を７００℃まで上昇させた。
【００３１】
　この段階で、温度はフラックスの融点に達せず、よって、フラックスの粒子は元のまま
であることに留意のこと。しかしながら、使用される温度は、存在するあらゆる炭素を、
例えば、ＰＶＡから焼き取る(burn　off)のに十分である。
【００３２】
　使用される焼成温度に耐え得る型が使用される場合には、第１／焼成ステップの間、フ
ラックスライナを型内に残し得る。
【００３３】
　フラックスライナが冷却させて取り除き、テトラホウ酸リチウムフラックスのるつぼラ
イナを残す。ライナは自立型(self　supporting)であり且つ独立型(free　standing)であ
る。使用されるプロセスの結果、ライナは側壁よりも厚い基部（ベース）を有し、その結
果、次のステップのために必要とされるるつぼの基部により多量のフラックスをもたらし
た。
【００３４】
　フラックスライナを使用するために、ライナを白金るつぼの内側に配置した。粉砕した
サンプルをライナの内側に配置した。
【００３５】
　次に、白金るつぼ及び内容物を炉内に配置して、サンプルを酸化させるのに十分な程に
高いがフラックスライナは固体のままである温度まで加熱する。サンプルは激しく酸化し
た。しかしながら、白金るつぼはその反応によって損傷させられなかった。何故ならば、
それはフラックスライナによって保護されたからである。
【００３６】
　サンプル反応が完了した後、フラックスが液化する温度よりも僅かに上まで温度を上昇
させた。ホウ酸リチウムの融解温度は９２０℃であるので、少なくとも９２０℃から約１
０５０℃までの或いは最大でも１１００℃までの温度範囲が適切である。サンプルはフラ
ックス中に溶けた。次に、温度が下げられ、ＸＲＦ測定に適したガラス質の残留物を残し
た。
【００３７】
　ガラス質のサンプルをＸＲＦ装置内に配置して元素組成を得た。
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【００３８】
　そのアプローチは、地球環境材料及び関連材料、セラミック、鉱物、工業鉱物、鉱石、
建築材料、有機物、硫化物、金属、合金鉄、カーバイド、窒化物、及びその他を含む、広
範なサンプルに適している。
【００３９】
　上記の方法は純粋に一例であり、代替が知られていることが理解されよう。
【００４０】
　必要に応じて使用される具体的なフラックス及び粉末粒子径を異ならせ得る。具体的に
は、メタホウ酸リチウム（ＬｉＢＯ２）を使用し得るが、実験はこれが機械的な強度がよ
り少ないフラックスライナをもたらすことを見出した。
【００４１】
　混合物も使用し得る。－使用するフラックスは、一例として臭化リチウムを含む、他の
フラックス材料の追加物を含み得る。追加材料を追加してフラックスライナの一部を形成
し得る。
【００４２】
　代替的に、追加的なフラックス材料をサンプルと共にるつぼ内のライナ内に加え得る。
よって、テトラホウ酸リチウムのるつぼライナを蓄えることによって、サンプルと共に追
加的なフラックスを単に追加することにより、可変の百分率のメタホウ酸リチウムのよう
な追加的なフラックスをるつぼ内に提供し得る。例えば、ホウ酸リチウム８０％及びメタ
ホウ酸リチウム２０％のフラックスを達成するために、結果として得られる溶解物(melt)
においてフラックスの２０％がメタホウ酸リチウムであるように、テトラホウ酸リチウム
フラックスライナの質量の２５％のメタホウ酸リチウムの質量をるつぼ内のフラックスラ
イナの内側に配置し得る。
【００４３】
　焼成ステップにおいて使用する様々な温度は、実験によって決定されて適宜異なり得る
。
【００４４】
　必要であるならば、異なる型材料を使用し得る。
【００４５】
　白金以外の材料の型がいずれかの用途のために用いられるならば、白金以外の材料の型
のためにも、るつぼライナを使用し得る。
【００４６】
　ここに記載するプロセスは、２ステップ焼成プロセスを使用する。しかしながら、４５
０℃からフラックスの溶解温度より十分に下の温度、好ましくは、７５０℃より下の温度
の範囲内にあり得る単一の温度で、単一の焼成ステップのみを使用することが可能であり
得る。
【００４７】
　混合物がフラックスとして使用される場合、フラックスの溶解温度は、純粋なテトラホ
ウ酸リチウムの溶解温度と異なるかもしれず、従って、フラックスを溶かし、サンプルを
フラックス中に溶かしてガラス質のサンプルを得るために、異なる温度を用い得る。
【００４８】
　製造されるサンプルはＸＲＦに特に適するが、必要であるならば、それらを他の用途に
おいても用い得る。
【符号の説明】
【００４９】
２　型部分
４　型部分
６　ペースト
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