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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板（１）上への第１及び第２の集電体（２ａ、２ｂ）の形成と、前記第１の集電体（
２ａ）上への正極（３）の形成と、リチウム化された化合物を含む電解質（５）の形成と
、リチウムを含む負極（８）の形成と、を順次含むリチウム・マイクロ電池の製造方法で
あって、
　前記電解質（５）の形成が、
　前記第１及び第２の集電体（２ａ、２ｂ）、前記正極（３）並びに前記基板（１）の露
出面上への電解質性薄層（５ａ）の堆積と、
　前記電解質性薄層（５ａ）上への、リチウムに対して化学的に不活性な第１の保護薄層
（６ａ）の堆積と、
　前記第１の保護薄層（６ａ）上への第１のマスキング薄層（７ａ）の堆積と、
　前記第１のマスキング薄層（７ａ）の全体の上へのフォトレジスト薄層の堆積と、
　前記フォトレジスト薄層を用いたフォトリソグラフィによるマスク（４ｄ）の製作と、
　前記マスク（４ｄ）を用いた前記第１のマスキング薄層（７ａ）の選択的エッチングと
、
　前記第１のマスキング薄層（７ａ）の選択的エッチングの後の前記マスク（４ｄ）の除
去と、
　前記電解質性薄層（５ａ）中に前記電解質（５）を形成するための、前記第１のマスキ
ング薄層（７ａ）を用いた前記第１の保護薄層（６ａ）と前記電解質性薄層（５ａ）との
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選択的エッチングと、
　前記第１の保護薄層（６ａ）と前記第１のマスキング薄層（７ａ）との除去と、を含み
、
　前記リチウムを含む負極（８）の形成が、
　前記電界質（５）、前記基板（１）及び前記第２の集電体（２ｂ）の露出面上への負極
性薄層（８ａ）の堆積と、
　前記負極性薄層（８ａ）上への少なくとも１つのマスクの形成と、
　前記負極性薄層（８ａ）上のマスクを用いた前記負極性薄層（８ａ）の選択的エッチン
グと、を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１の保護薄層（６ａ）が、水素化アモルファス炭化ケイ素と、水素化アモルファ
ス酸炭化ケイ素と、水素化アモルファス炭窒化ケイ素と、水素化アモルファス炭素と、フ
ッ化且つ水素化されたアモルファス炭素と、フッ化且つ水素化されたアモルファス窒化炭
素との中から選択された第１の材料からなることを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のマスキング薄層（７ａ）が、水素化アモルファス炭化ケイ素と、水素化アモ
ルファス酸炭化ケイ素と、水素化アモルファス炭窒化ケイ素と、窒化ケイ素と、酸化ケイ
素との中から選択された前記第１の材料とは異なる第２の材料からなることを特徴とする
、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記負極（８）が形成される前に、前記電解質（５）を堅密に完全に覆うように、第２
の保護薄層（６ｂ）が堆積され、
　前記負極（８）が形成されるときに、前記第２の保護薄層（６ｂ）が除去されることを
特徴とする、請求項１乃至３のいずれか一項記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の保護薄層（６ｂ）が、前記第１の保護薄層（６ａ）と同じ材料からなること
を特徴とする、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記負極性薄層（８ａ）上への少なくとも１つのマスクの形成が、
　前記負極性薄層（８ａ）の全体の上への、第３の保護薄層（６ｃ）の堆積と、それに次
ぐ第２のマスキング薄層（７ｂ）の堆積と、
　前記第２のマスキング薄層（７ｂ）上へのフォトレジスト薄層の堆積と、
　前記第２のマスキング薄層（７ｂ）上の前記フォトレジスト薄層を用いたフォトリソグ
ラフィによるマスク（４ｅ）の製作と、を順次含み、
　前記負極性薄層（８ａ）の選択的エッチングが、
　前記マスク（４ｅ）を用いた前記第２のマスキング薄層（７ｂ）の選択的エッチングと
、
　前記マスク（４ｅ）の除去と、
　前記負極性薄層（８ａ）中に前記負極（８）を形成するための、前記第２のマスキング
薄層（７ｂ）を用いた前記第３の保護薄層（６ｃ）と前記負極性薄層（８ａ）との選択的
エッチングと、
　前記第３の保護薄層（６ｃ）と前記負極性薄層（８ａ）との選択的エッチングの後の、
前記第３の保護薄層（６ｃ）と前記第２のマスキング薄層（７ｂ）との除去とを含むこと
を特徴とする、請求項１乃至５のいずれか一項記載の方法。
【請求項７】
　前記第３の保護薄層（６ｃ）が、前記第１の保護薄層（６ａ）と同じ材料からなり、一
方、前記第２のマスキング薄層（７ｂ）が、前記第１のマスキング薄層（７ａ）と同じ材
料からなることを特徴とする、請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記負極（８）が形成された後、前記集電体（２ａ、２ｂ）と、前記正極（３）と、前
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記電解質（５）と、前記負極（８）とによって形成されたスタック上に、第４の保護層（
６ｄ）を堆積させることにあることを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項記載の
方法。
【請求項９】
　前記第４の保護薄層（６ｄ）が、前記第１の保護薄層（６ａ）と同じ材料からなること
を特徴とする、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記負極（８）が形成された後、前記集電体（２ａ、２ｂ）と、前記正極（３）と、前
記電解質（５）と、前記負極（８）とによって形成された前記スタック上に、前記スタッ
ク全体を覆って前記負極を外部汚染から保護する保護外被（９）を堆積させることにある
ことを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項記載の方法。
【請求項１１】
　前記保護外被（９）が、少なくとも第１及び第２の重ね合わされた異なる封入層（９ａ
、９ｂ）を含み、
　前記第１の封入層（９ａ）が、リチウムに対して化学的に不活性であって、水素化アモ
ルファス炭化ケイ素と、水素化アモルファス酸炭化ケイ素と、水素化アモルファス炭素と
、フッ化アモルファス炭素と、水素化アモルファスケイ素との中から選択された少なくと
も１つの材料を含み、
　一方、前記第２の封入層（９ｂ）が、水素化アモルファス炭窒化ケイ素と、水素化アモ
ルファス窒化ケイ素と、フッ化アモルファス炭素との中から選択された材料を含み、
　前記第１及び第２の封入層（９ａ、９ｂ）が、プラズマ化学気相成長法によって、１５
０℃以下の堆積温度で、前記負極（８）全体の上に順次堆積されることを特徴とする、請
求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２の封入層（９ｂ）の堆積前に、プラズマ化学気相成長法によって、１５０℃以
下の堆積温度で、リン・ドープ酸化ケイ素と、水素化アモルファス炭素と、フッ化アモル
ファス炭素との中から選択された材料を含む中間層（９ｃ）を堆積させることにあること
を特徴とする、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記マスク（４ｄ）は、前記第１のマスキング薄層（７ａ）の一部を覆うように製作さ
れる、請求項１ないし１２のいずれか一項記載の方法。
【請求項１４】
　前記マスク（４ｄ）は、前記正極（３）全体と、前記基板（１）の表面（１ａ）のうち
前記第１の集電体（２ａ）と前記第２の集電体（２ｂ）との間に含まれる部分と、前記第
２の集電体（２ｂ）の一部分との上方に配置される、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上への、第１及び第２の集電体と、正極と、リチウム化された化合物を
含む電解質と、リチウムを含む負極との形成を順次含むリチウム・マイクロ電池の製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、リチウム・マイクロ電池のほとんどが、マイクロ電池を構成する様々な要素の最
終形状を画定するように設計されたマスクを介して薄層を堆積させることによって製造さ
れている。従って、マイクロ電池では、集電体と、正極と、電解質とは、一般に、基板上
への物理的気相成長法（ＰＶＤ）によって得られる。集電体は、例えばプラチナで作成さ
れ、一方、正極は、二硫化チタン（ＴｉＳ２）、酸硫化チタン（ＴｉＯｘＳｙ）、又は酸
化バナジウム（ＶｘＯｙ）で作成されてもよい。電解質は、例えばリチウムと酸窒化リン
との化合物（ＬｉＰＯＮ）などのリチウム化された化合物を含み、負極は、マスクを介し
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た蒸着（ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）によって実現される金属リチウムの堆積によって画定
される。
【０００３】
　このマスキング技術は、１センチメートル以上の寸法には非常に良く適している。しか
し、このマスキング技術は、粒子汚染を誘起し、また、使用されるマスクが、そのマスク
が上に堆積される層を傷付ける（ｓｃｒａｔｃｈ）恐れがあり、従って、マイクロ電池を
著しく損傷しやすいものである。最後に、マイクロ電池の構成部品が小型サイズのもので
ある場合、マスクは、特に生じ得る縁効果（ｅｄｇｅ　ｅｆｆｅｃｔ）のため、有害とな
る恐れがある。更に、現在のマイクロ電池は、任意の種類のマイクロエレクトロニクス技
術を用いて、超小型構成部品に組み込まれるように開発されている。従って、マイクロ電
池の製造技術は、従来より使用されているマイクロエレクトロニクス技術に適合可能な（
ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ）ものでなければならない。
【０００４】
　更に、水、空気、及び湿度が、マイクロ電池に含まれるリチウム化された化合物又はリ
チウムにとって有害であるので、現在のマスクを用いた堆積技術では、製造中のマイクロ
電池は、空気中に置かれることも、２つの堆積ステップの間で移動されることもできない
。従って、この現在の製造方法の実施は、工業化が未だ困難であることが判明しており、
非常に高価で、且つ、マイクロエレクトロニクス分野において実施されている技術に適合
可能でない。
【０００５】
　また、リチウム・マイクロ電池が製作された後は、リチウム化化合物負極は露出される
ので、マイクロ電池全体の上に保護外被を堆積させて、負極を外部環境から保護すること
も知られている。この保護外被は、例えば、金属層やパリレン（登録商標）製の層によっ
て形成される。従って、製造中及び最終の封入（ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ）ステップ
までの間、マイクロ電池は、中性雰囲気中、例えばアルゴン中に保持される。
【０００６】
　負極の空気に対する敏感性（ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ）の問題を是正するために、国際
公開ＷＯ－Ａ１－００６０６８９号は、電池の初期充電の間、金属リチウム負極が、負極
側集電体と被覆層との間の電気化学めっきからなるリチウム電池の製造方法を記載してい
る。従って、そのリチウム電池の初期充電の前には、この電池は、どんな負極性材料も含
まず、また、充放電容量が損なわれることなく、空気中で２５０℃の温度で１０分間熱処
理を受けることができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、実施するのが容易且つ安価で、マイクロエレクトロニクス分野におい
て実施されている技術に適合可能なリチウム・マイクロ電池を製造することであり、特に
、かかるマイクロ電池を、集積回路などの超小型構成部品に組み込むことである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、この目的は、電解質形成ステップが、少なくとも以下の連続する工程
、すなわち、
　・集電体と、正極とが設けられた基板上への電解質性薄層の堆積と、
　・電解質薄層上への、リチウムに対して化学的に不活性な第１の保護薄層と、それに次
ぐ第１のマスキング薄層との堆積と、
　・第１のマスキング薄層上への、フォトリソグラフィによるマスクの製作と、
　・第１のマスキング薄層の選択的エッチングと、それに次ぐマスクの除去と、
　・電解質性薄層中に電解質を形成するための、第１の保護薄層と電解質薄層との選択的
エッチングと、第１の保護薄層と第１のマスキング薄層との除去とを含むことによって達
成される。
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【０００９】
　本発明の発展形態（ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）によれば、第１の保護薄層は、水素化ア
モルファス炭化ケイ素と、水素化アモルファス酸炭化ケイ素と、水素化アモルファス炭窒
化ケイ素と、水素化アモルファス炭素と、フッ化且つ水素化されたアモルファス炭素と、
フッ化且つ水素化されたアモルファス窒化炭素との中から選択された第１の材料からなる
。
【００１０】
　本発明の別の発展形態によれば、第１のマスキング薄層は、第１の材料とは異なり、水
素化アモルファス炭化ケイ素と、水素化アモルファス酸炭化ケイ素と、水素化アモルファ
ス炭窒化ケイ素と、窒化ケイ素と、酸化ケイ素との中から選択された第２の材料からなる
。
【００１１】
　好ましい実施形態によれば、負極の形成は、少なくとも以下のステップ、すなわち、
　・集電体と、正極と、電解質とが設けられた基板上への負極性薄層の堆積と、
　・負極性薄層上への、第３の保護薄層と、それに次ぐ第２のマスキング薄層との堆積と
、
　・第２のマスキング薄層上への、フォトリソグラフィによるマスクの製作と、
　・第２のマスキング薄層の選択的エッチングと、それに次ぐマスクの除去と、
　・負極性薄層中に負極を形成するための、第３の保護薄層と負極性薄層との選択的エッ
チングと、保護及びマスキング薄層の除去とを含む。
【００１２】
　その他の利点及び特徴は、単に非限定的な例としてのみ示され、且つ添付の図面に示さ
れる、以下の本発明の特定の実施形態の説明からより明白となるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図５に示されるように、リチウム・マイクロ電池製造の第１のステップは、基板１の表
面１ａ上に、第１及び第２の集電体２ａと２ｂと、正極３とを形成することにある。リチ
ウム・マイクロ電池製造のこの第１のステップは、任意の種類の既知の方法によって実施
されることが可能である。
【００１４】
　好ましくは、図１及び２に示されるように、第１及び第２の集電体２ａと２ｂとを形成
するには、例えば、２００ｎｍの厚さを有するプラチナ、チタン、又は金製の薄層２が、
物理的気相成長法（ＰＶＤ）又は化学的気相成長法（ＣＶＤ）によって基板１全体の上に
堆積される。基板１は、例えば、シリコン・ウェハ、又は特定用途集積回路（ＡＳＩＣ）
を含んだシリコン・ウェハでもよい。次いで、薄層２は、フォトレジスト薄層によって覆
われ、このフォトレジスト薄層は、フォトリソグラフされ、それにより第１及び第２のマ
スキング要素４ａと４ｂとを形成する（図１）。第１及び第２のマスキング要素４ａと４
ｂとは、プラズマ・エッチングによって、基板１の表面１ａ上の第１及び第２の集電体２
ａと２ｂとの形状及び位置をそれぞれ決定する（図２）。プラズマ・エッチングは、例え
ば、アルゴンと、窒素と、四フッ化炭素（ＣＦ４）との混合物を用いて実施される。
【００１５】
　次いで、第１及び第２の集電体２ａと２ｂとが設けられた基板１の表面１ａ全体の上に
、ＰＶＤ又はＣＶＤによって、約１．５μｍの正極性（ｃａｔｈｏｄｉｃ）薄層３ａを堆
積させることによって、正極３が集電体２ａ上に形成される（図３）。次いで、正極性薄
層３ａ全体の上に、フォトレジスト薄層が堆積され、その後、フォトリソグラフされて第
３のマスキング要素４ｃを形成する（図４）。第１の集電体２ａの上に配置された第３の
マスキング要素４ｃは、プラズマ・エッチング・ステップが実施される際に、正極３の形
状及び位置を決定する（図５）。第１の集電体２ａを完全に覆う正極３は、この目的で知
られる任意の種類の材料からなり、例えば、この正極３は、二硫化チタン（ＴｉＳ２）、
五酸化バナジウム（Ｖ２Ｏ５）、又は「ＴｉＯＳ」若しくはＴｉＯｘＳｙとも呼ばれる酸
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硫化チタンで作成されてもよい。
【００１６】
　現在のところ、酸素、窒素、及び水に非常に敏感なリチウム化化合物を含んだリチウム
・マイクロ電池を構成する要素は、集電体２ａと２ｂと、正極３とを製造するのに実施さ
れる技術、特に、フォトリソグラフィ及びエッチングを用いては形成されることができな
い。確かに、フォトレジスト・マスキング要素の除去などのある種のステップや、構成要
素を製造する２つのステップ間での基板１の移動は、リチウム化化合物に、粒子汚染及び
／又は損傷を生じる可能性がある。フォトリソグラフィ及びプラズマ・エッチングを実施
する前に、リチウム化化合物を含む薄層上に保護薄層が堆積されることが可能である。し
かし、かかる保護薄層は、特に、マスキング要素が除去される際、リチウム化化合物製薄
層の損傷を防止するには十分ではない。
【００１７】
　こうした欠点を克服するために、本発明は、マイクロエレクトロニクス技術、特に、フ
ォトリソグラフィ及びプラズマ・エッチングが使用されることを可能とすると共に、リチ
ウム化化合物層へのどんな損傷も防止する、重ね合わされた２つの異なる薄層によって形
成されたダブル・マスキング（ｄｏｕｂｌｅ　ｍａｓｋｉｎｇ）を使用する。このダブル
・マスキングは、リチウムに対して不活性な、薄いリチウム化化合物層のエッチングを可
能とする材料からなる。
【００１８】
　従って、図６～９に示されるように、少なくとも１つのリチウム化化合物、例えばリチ
ウムと酸窒化リンとの化合物（ＬｉＰＯＮ）を含んだ電解質５が、第１及び第２の集電体
２ａと２ｂと、正極３とが設けられた基板１の表面１ａ上に形成される。電解質５は、負
極３全体と、基板１の表面１ａの、第１及び第２の集電体２ａと２ｂとの間に配置された
部分と、第２の集電体２ｂの一部分とを覆う（図９）。図６に示されるように、電解質５
を形成し、特にその形状及び位置を画定するために、少なくとも１つのリチウム化化合物
を含み、且つ約１μｍの厚さを有する電解質性薄層５ａが、集電体２ａと２ｂと正極３と
が設けられた基板１の表面１ａ全体の上に堆積される。電解質性薄層５ａの堆積は、例え
ば物理的気相成長法によって実現される。電解質性薄層５ａに含まれるリチウム化化合物
を保護するために、リチウムに対して化学的に不活性な材料によって構成された第１の保
護薄層６ａと、第１のマスキング薄層７ａとが、電解質性薄層５ａ全体の上に順次堆積さ
れ、それにより、ダブル・マスキングと呼ばれるスタックを形成する。このダブル・マス
キングは、例えば、プラズマ化学気相成長法（ＰＥＣＶＤ）によって実現される。
【００１９】
　第１の保護層６ａと第１のマスキング層７ａとは、好ましくは、水素化アモルファス炭
化ケイ素（ＳｉＣｘＨｙ、またＳｉＣｘ：Ｈとも示され、但し０＜ｘ≦１）と、水素化ア
モルファス酸炭化ケイ素（ＳｉＯｘＣｙＨｚ、またＳｉＯｘＣｙ：Ｈとも示され、但し０
＜ｘ≦２且つ０＜ｙ≦１）と、水素化アモルファス炭窒化ケイ素（ＳｉＣｘＮｙＨｚ、ま
たＳｉＣｘＮｙ：Ｈとも示され、但し０＜ｘ≦１且つ０＜ｙ≦１．３３）との中から選択
され得る、第１及び第２の異なる材料からそれぞれなる。
【００２０】
　また、第１の保護層６ａの第１の材料は、水素化アモルファス炭素（ＣＨｘ又はＣ：Ｈ
）、ＣＦｘＨｙ又はＣＦｘ：Ｈとも示されるフッ化且つ水素化されたアモルファス炭素、
又は、フッ化且つ水素化されたアモルファス炭窒化物（ＣＮｘＦｙＨｚ、ＣＮｘＦｙ：Ｈ
とも示される）から選択されてもよい。また、第１のマスキング層７ａの第２の材料は、
窒化ケイ素（ＳｉＮ）又はＳｉＯ２などの酸化ケイ素から選択されてもよい。また、リチ
ウムの基礎材料がケイ素又は炭素と反応しない場合には、水素化アモルファス炭素（ＣＨ

ｘ又はＣ：Ｈ）及び／又は水素化アモルファスケイ素（ＳｉＨｘ又はＳｉ：Ｈ）も、リチ
ウムに対して不活性な材料として使用されることが可能である。しかし、これら後者の２
つの材料は、それ自体では、リチウム化材料層の緊密性（ｔｉｇｈｔｎｅｓｓ）を保証す
るのに十分なほどには不浸透性でない。
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【００２１】
　第１の保護層６ａは、電解質性薄層５ａを完全に覆い、それにより前記電解質性薄層５
ａの緊密な封入を成し、一方、第１のマスキング薄層７ａは、フォトリソグラフィ・ステ
ップとその後に続く電解質性層５ａのエッチングとが、電解質性層５ａを損傷することな
く実施されることを可能とする。
【００２２】
　従って、図７に示されるように、フォトリソグラフィ・ステップは、マスキング薄層７
ａ全体の上にフォトレジスト薄層を堆積させることと、次いで、マスクを介してその薄層
を露光し、それにより、露光部分が除去された後、フォトレジスト製の第４のマスキング
要素４ｄを得る（ポジ型フォトレジストの場合）こととにある。第１のマスキング層の一
部分を覆う第４のマスキング要素４ｄは、正極３全体と、基板の表面１ａの、第１及び第
２の集電体２ａと２ｂとの間に含まれる部分と、第２の集電体２ｂの一部分との上に配置
されている。
【００２３】
　第１のマスキング層７ａは、フォトリソグラフィ・ステップ及びエッチング・プラズマ
を用いる間、フォトレジスト・マスキング要素と直接接触しており、この第１のマスキン
グ層７ａは、第１の保護層のエッチング特性とは異なるエッチング特性を示し、その厚さ
は、好ましくは約数百ナノメートル（ａ　ｆｅｗ　ｈｕｎｄｒｅｄ　ｎａｎｏｍｅｔｅｒ
ｓ）である。また、この第１のマスキング層７ａは、第１の保護層６ａに対して優れた接
着性（ａｄｈｅｓｉｏｎ）を示し、且つ、フォトリソグラフィ・ステップの間、マスキン
グ要素の形状をかなり（ａｐｐｒｅｃｉａｂｌｙ）変更（ｍｏｄｉｆｙ）し得る迷光を除
去することにより反射防止層としても働くことができる。
【００２４】
　第１の保護層６ａと、第１のマスキング層７ａと、更に電解質性薄層５ａとは、プラズ
マ・エッチングに対して異なる挙動（ｂｅｈａｖｉｏｕｒ）を有する。従って、第４のフ
ォトレジスト・マスキング要素４ｄが除去される際、電解質層５ａが損傷されないように
選択的エッチングが実施されることが可能である。このマスキング要素は、実際には、一
般に、電解質性層がダブル・マスキングによって保護されていなかった場合には電解質性
層のリチウム化化合物を損傷しやすい溶剤によって除去される。従って、ダブル・マスキ
ング技術は、特に、連続するエッチングの選択性により、リチウム化された材料が環境と
決して接触しないようにすることを可能とする。
【００２５】
　従って、図８に示されるように、第１のマスキング層７ａは、好ましくはプラズマによ
ってエッチングされ、第４のマスキング要素４ｄは、後に残る第１のマスキング層の形状
及び位置を画定することになる。マスキング層７ａの自由部分、すなわち第４のマスキン
グ要素４ｃによって覆われていない部分だけが、エッチングによって実際に除去される。
次いで、第４のマスキング要素４ｄは、任意の種類の既知の手段、特に溶剤を用いて除去
される。
【００２６】
　図８及び９に示されるように、第１の保護層６ａと電解質性薄層５ａとの、好ましくは
プラズマによる選択的エッチングによって、電解質性薄層５ａ中に電解質５が形成される
。第１の保護層と電解質性薄層との、第１のマスキング層７ａによって覆われていない部
分だけが、エッチングによって除去される。従って、電解質５の形状及び位置は、第１の
マスキング層７ａがエッチングされた後の、その第１のマスキング層７ａの形状及び位置
によって決定されることになる。その後、第１の保護層６ａと第１のマスキング層７ａと
は除去される。
【００２７】
　負極を形成するには、製造中のリチウム・マイクロ電池を移動させる、すなわちリチウ
ム・マイクロ電池を空気中に置く必要があり得、これは、リチウム化された化合物を含む
電解質５を損傷しやすくなる。この場合、集電体２ａと２ｂと、正極３と、電解質５とが
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設けられた基板１の表面１ａ全体の上に、第２の保護層６ｂが堆積され、それにより電解
質５を緊密に（ｉｎ　ｔｉｇｈｔ　ｍａｎｎｅｒ）完全に覆う（図１０）。例えば、第２
の保護層６ｂは、第１の保護層６ａと同じ材料によって形成されてもよく、また、ＰＥＣ
ＶＤによって堆積されてもよい。この第２の保護層６ｂは、リチウム・マイクロ電池が中
性環境に戻された後は除去されることになる。
【００２８】
　また、ほとんどの場合金属リチウムによって形成される負極も、電解質５を形成するの
に使用されたものと同様のダブル・マスキングをやはり用いて、マイクロエレクトロニク
ス分野において使用される技術によって形成されることが可能である。従って、図１１に
示されるように、第２の保護層６ｂは除去されて、電解質５と、基板１の自由表面１ａと
、第２のコレクタ２ｂの自由部分とが自由（ｆｒｅｅ）となる。次いで、基板１の表面１
ａ全体の上に、好ましくは金属リチウム製の負極性薄層８ａが均一に堆積され、それによ
り、負極性薄層８ａが、基板１の自由表面と、電解質５と、第２のコレクタ２ｂの自由部
分とを覆うことになる（図１２）。次いで、第３の保護薄層６ｃと、第２のマスキング薄
層７ｂとが、負極性薄層８ａ全体の上に順次堆積され、それによりダブル・マスキングを
形成することになる。第３の保護薄層６ｃは、第１の保護薄層と同じ材料によって形成さ
れてもよく、一方、第２のマスキング薄層７ｂは、第１のマスキング薄層７ａと同じ材料
によって形成されてもよい。
【００２９】
　電解質５形成の場合と同様に、第２のマスキング薄層７ｂ上に、フォトレジスト薄層が
堆積され、次いでフォトリソグラフされて、第２のマスキング層の選択的プラズマ・エッ
チング操作において第２のマスキング薄層７ａの形状及び位置を画定するように設計され
た第５のマスキング要素４ｅを得る（図１４）。次いで、第３の保護層６ｃと負極性薄層
８ａとが、プラズマによって第２のマスキング層７ｂを介して選択的にエッチングされ、
それにより負極８の最終形状及び位置を画定する。図８では、負極８は、電解質５と第２
のコレクタ２ｂとを完全に覆っている。次いで、第３の保護層６ｃと第２のマスキング層
７ｂとは除去されて、負極８が自由となる（図１５）。第３の保護層６ｃは、好ましくは
、第１の保護層６ａと同じ材料によって形成され、一方、第２のマスキング層７ｂは、好
ましくは、第１のマスキング層７ａと同じ材料によって形成される。
【００３０】
　リチウム・マイクロ電池が形成された後、集電体２ａと２ｂと、正極３と、電解質５と
、負極８とによって形成されたスタック全体の上に、第４の保護層６ｄが堆積されてもよ
い（図１６）。この第４の保護層６ｄは、好ましくは、第１の保護層と同じ材料によって
形成される。この第４の保護層６ｄは、スタック、特に負極の緊密な封入が実現されるこ
とを可能とし、従って、負極をどんな外部汚染からも保護する。その後は、このリチウム
・マイクロ電池は、負極を損傷するどんな危険もなしに、移動され、又は貯蔵されること
が可能となる。
【００３１】
　図１７に示される代替実施形態では、第４の保護層は、少なくとも第１及び第２の重ね
合わされた異なる封入層９ａと９ｂとを含む保護外被９で置き換えられてもよい。第１及
び第２の封入層９ａと９ｂとは、プラズマ化学気相成長法によって、１５０℃以下の堆積
温度で、負極８全体の上に順次堆積される。第１の封入層９ａは、リチウムに対して化学
的に不活性であって、水素化アモルファス炭化ケイ素と、水素化アモルファス酸炭化ケイ
素と、水素化アモルファス炭素と、フッ化アモルファス炭素と、水素化アモルファスケイ
素との中から選択された少なくとも１つの材料を含む。第２の封入層９ｂは、水素化アモ
ルファス炭窒化ケイ素と、水素化アモルファス窒化ケイ素と、フッ化アモルファス炭素と
の中から選択された材料を含む。また、第２の層封入９ｂの堆積前に、リン・ドープ酸化
ケイ素と、水素化アモルファス炭素と、フッ化アモルファス炭素とから選択された材料を
含む中間層９ｃが、プラズマ化学気相成長法によって１５０℃以下の堆積温度で堆積され
てもよい。また、更に、第２の封入層９ｂ上に、水素化アモルファス炭素、又はフッ化ア
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モルファス炭素製の最終層９ｃが、プラズマ化学気相成長法によって１５０℃以下の堆積
温度で堆積されてもよい。
【００３２】
　本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。従って、このダブル・マスク技術
は、リチウム化された化合物を含むマイクロ電池のどんな構成要素にも使用され得る。例
えば、正極がリチウム化された化合物を含む場合、この正極は、電解質５と同様に、正極
をどんな外部汚染からも保護するように設計され、且つフォトリソグラフィ及びエッチン
グ・ステップが実施されることを可能とする保護層とマスキング層とを用いて形成される
ことになる。更に、リチウム・マイクロ電池を構成する様々な要素を形成するのに、任意
の既知の種類のエッチングが使用されることが可能である。従って、プラズマ・エッチン
グは、ドライ・エッチングで置き換えられてもよい。
【００３３】
　従って、リチウム・マイクロ電池を製造するかかる方法は、マイクロエレクトロニクス
分野において実施されている技術に適合可能であり、特に、かかるリチウム・マイクロ電
池が、集積回路などの超小型構成部品に組み込まれることを可能とする。更に、マイクロ
電池の構成要素が、マスクを介した堆積によって形成される従来技術とは異なり、マイク
ロ電池を構成する要素を、エッチングによって製造することを可能とすることにより、マ
スクと構成要素との間の物理的な接触を阻止している。これは、構成要素に対する引っ掻
き傷（ｓｃｒａｔｃｈ）の危険、更には生じ得る粒子汚染の危険を低減させ、また、より
優れた再現性（ｒｅｐｒｏｄｕｃｉｂｉｌｉｔｙ）をもたらし、従って、一基板における
、又は各基板間での（ｆｒｏｍ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｔｏ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）歩留
りを向上させる。
【００３４】
　また、最後に、マイクロエレクトロニクス分野において実施されている技術の使用を可
能とすることにより、特に、リチウム・マイクロ電池が集積回路上に積み重ね（ｓｔｕｃ
ｋ）られなければならなかった従来技術による製造方法とは異なり、リチウム・マイクロ
電池が集積回路に組み込まれる費用が削減されることを可能としている。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】従来技術による、基板上への集電体と正極との製作の連続ステップを断面で示す
。
【図２】従来技術による、基板上への集電体と正極との製作の連続ステップを断面で示す
。
【図３】従来技術による、基板上への集電体と正極との製作の連続ステップを断面で示す
。
【図４】従来技術による、基板上への集電体と正極との製作の連続ステップを断面で示す
。
【図５】従来技術による、基板上への集電体と正極との製作の連続ステップを断面で示す
。
【図６】本発明による電解質形成の様々なステップを断面で示す。
【図７】本発明による電解質形成の様々なステップを断面で示す。
【図８】本発明による電解質形成の様々なステップを断面で示す。
【図９】本発明による電解質形成の様々なステップを断面で示す。
【図１０】図６～９によって形成された電解質の封入化ステップを断面で示す。
【図１１】本発明による負極形成の様々なステップを断面で示す。
【図１２】本発明による負極形成の様々なステップを断面で示す。
【図１３】本発明による負極形成の様々なステップを断面で示す。
【図１４】本発明による負極形成の様々なステップを断面で示す。
【図１５】本発明によって製造されたリチウム・マイクロ電池を断面で示す。
【図１６】図１５によるリチウム・マイクロ電池に保護層が設けられた断面図を示す。
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【図１７】図１５によるリチウム・マイクロ電池に保護外被が設けられた断面図を示す。
【符号の説明】
【００３６】
　１　基板
　２ａ　第１の集電体
　２ｂ　第２の集電体
　３　正極
　４ａ　第１のマスキング要素
　４ｂ　第２のマスキング要素
　４ｃ　第３のマスキング要素
　４ｄ　第４のマスキング要素
　４ｅ　第５のマスキング要素
　５　電解質
　５ａ　電解質性薄層
　６ａ　第１の保護薄層
　６ｂ　第２の保護薄層
　６ｃ　第３の保護薄層
　６ｄ　第４の保護薄層
　７ａ　第１のマスキング層
　７ｂ　第２のマスキング層
　８　負極
　９　保護外被
　９ａ　第１の封入層
　９ｂ　第２の封入層
　９ｃ　中間層
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１６】

【図１７】



(12) JP 4795963 B2 2011.10.19

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100088889
            弁理士　橘谷　英俊
(74)代理人  100082991
            弁理士　佐藤　泰和
(74)代理人  100096921
            弁理士　吉元　弘
(74)代理人  100103263
            弁理士　川崎　康
(72)発明者  フレデリク、ガイヤール
            フランス国ボワロン、リュ、デ、タリファルディエル
(72)発明者  マルク、プリソニエ
            フランス国エイバン、アンパス、デ、カメリア、２
(72)発明者  ラファエル、サロ
            フランス国ラン、ザン、ベルコール、ルト、デュ、マ、２５９、ロ、ベルデュレ
(72)発明者  ステファニ、ロシュ
            フランス国グルノーブル、リュ、ジェネラル、フリエ、５８

    審査官  國島　明弘

(56)参考文献  国際公開第０２／０８９２３６（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第０２／０６５５７３（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第００／０６０６８９（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第０２／０４７１８７（ＷＯ，Ａ１）
              米国特許第６２８０８７５（ＵＳ，Ｂ１）
              米国特許第５５６１００４（ＵＳ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01M   6/18


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

