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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
測定対象の雰囲気の酸素濃度を検出するための酸素センサであって、
ｓｐ３結合を有する炭素系材料を含む第１電極と、
参照電極として機能する第２電極と、
上記第１，第２電極と接触し、酸化物イオンを含む溶融塩を有する電解質相と、
上記第１，第２電極間における電位差を測定する電位差測定手段と、
上記電解質相中の酸化物イオン濃度が既知である場合において、上記電位差測定手段に
よって得られる測定結果および上記電解質相中の酸化物イオン濃度に基づき、上記測定対
象の雰囲気の酸素濃度を算出する算出手段と、を備えることを特徴とする酸素センサ。
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【請求項２】
上記測定対象の雰囲気は、上記第１電極および電解質相と接触することを特徴とする請
求項１に記載の酸素センサ。
【請求項３】
上記電解質相が、支持体として多孔質媒体を備え、酸化物イオンを含む溶融塩を当該多
孔質媒体に含浸させたものを有することを特徴とする請求項１または２に記載の酸素セン
サ。
【請求項４】
上記第２電極が、ｓｐ３結合を有する炭素材料を含むものであることを特徴とする請求
項３に記載の酸素センサ。
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【請求項５】
上記ｓｐ３結合を有する炭素系材料が、不純物をドープしたダイヤモンドであることを
特徴とする請求項１〜４のいずれか１項に記載の酸素センサ。
【請求項６】
測定対象の雰囲気の酸素濃度を検出するための酸素濃度検出方法であって、
酸化物イオンを含む溶融塩を有する電解質相に接触した、ｓｐ３結合を有する炭素系材
料を含む第１電極と参照電極として機能する第２電極との間の電位差を測定する電位差測
定工程と、
上記電解質相中の酸化物イオン濃度が既知である場合において、上記電位差測定工程に
よって得られる測定結果および上記電解質相中の酸化物イオン濃度に基づき、測定対象の
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雰囲気の酸素濃度を算出する算出工程と、を有することを特徴とする酸素濃度検出方法。
【請求項７】
ｓｐ３結合を有する炭素系材料を含む第１電極と、
参照電極として機能する第２電極と、
上記第１，第２電極と接触し、酸化物イオンを含む溶融塩を有する電解質相と、
上記第１，第２電極間における電位差を測定する電位差測定手段と、を備え、
さらに、上記第１電極および電解質相に対して酸素濃度が既知の基準雰囲気を接触させ
る場合において、上記電位差測定手段によって得られる測定結果および当該基準雰囲気中
の酸素濃度に基づき、上記溶融塩中の酸化物イオン濃度を算出する算出手段と、を備える
ことを特徴とする酸化物イオンセンサ。
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【請求項８】
溶融塩中の酸化物イオン濃度を検出するための酸化物イオン濃度検出方法であって、
酸素濃度が既知の基準雰囲気に接触した、ｓｐ３結合を有する炭素系材料を含む第１電
極と参照電極として機能する第２電極との間の電位差を測定する電位差測定工程と、
上記基準雰囲気の酸素濃度が既知である場合において、上記電位差測定工程によって得
られる測定結果および上記基準雰囲気の酸素濃度に基づき、上記溶融塩中の酸化物イオン
濃度を算出する算出工程と、を有することを特徴とする酸化物イオン濃度検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、酸素センサおよびその利用に関し、特に、溶融塩を用いた電気化学反応に基
づく酸素および酸化物イオンセンサとその利用に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、バイオテクノロジー・半導体製造・医療・食品・環境技術などのさまざまな産業
分野において、酸素濃度を測定する技術への需要が高まっている。これまで酸素濃度を測
定する装置として、ガルバニ式酸素センサ、ポーラロ式酸素センサ、ジルコニア式酸素セ
ンサ、および室温溶融塩を利用した酸素センサなどが開発されている。
【０００３】
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まず、ガルバニ式酸素センサおよびポーラロ式酸素センサについて、図８を参照しなが
ら説明する。同図に示すように、これら２つのセンサはいずれも、電解液１０４を満たし
た容器１０５内に、カソード１０１とアノード１０２からなる一対の電極１０３、ガス透
過性の隔膜１０６を配置した構成である。この電極１０３に外部より電圧を印加すると、
隔膜１０６を透過して拡散してきた酸素がカソード１０１上で電気化学的に還元され、電
流が発生する。この発生した電流は酸素濃度に比例するため、生じた電流を測定すること
により酸素濃度を求めることができる。なお、ガルバニ式酸素センサではアノード１０２
に鉛を用い、ポーラロ式酸素センサではアノード１０２に塩化銀を用いる。
【０００４】
次に、ジルコニア式酸素センサについて図９を参照しながら説明する。同図に示すよう
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に、ジルコニア式酸素センサは、ジルコニア固体電解質１１０の両側に一対の電極１１１
，１１２を配置した構成である。ジルコニア固体電解質１１０は、良好な酸素イオン導電
体として知られている。このため、ジルコニア固体電解質１１０の両側に酸素濃度が異な
る気体が存在する場合、ジルコニア固体電解質１１０を加熱すると、酸素濃度の高い方か
ら低い方へ酸素が移動しようとする。このとき、酸素がジルコニア固体電解質１１０を通
り抜ける際には酸化物イオン（Ｏ２−）になるので、ジルコニア固体電解質１１０の両側
の気体における酸素分圧の差に応じた起電力が発生する。そして、この起電力を測定する
ことにより酸素濃度を求めることができる。
【０００５】
次いで、溶融塩を用いた酸素センサについて説明する。かかる酸素センサとして、例え
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ば、特許文献１に、酸素を電気化学的に酸化還元する第１電極と、該第１電極との間に電
流を流す第２電極と、該第１電極の基準となる電位参照用の第３電極とを備え、該第１、
第２、および第３の電極と接触する常温溶融塩を電解質相として備え、該第１電極と第３
電極との間に電位パルスを発生させ、該第１電極と第２電極との間に流れる電流値により
酸素濃度を演算する手段を備える酸素センサ等が開発されている。この酸素センサによれ
ば、常温作動かつ長期間の安定性に優れ、小型化可能な酸素センサを提供できると報告さ
れている。
【特許文献１】特開２００５−１７１７３号公報（平成１７（２００５）年１月２０日公
開）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、上述したガルバニ式酸素センサ及びポーラロ式酸素センサでは、電解液
に水溶液を用いていることから、作動温度が室温（５〜４０℃）に限定されてしまうとい
う問題点がある。さらに、測定により電極や電解質等が消耗してしまい、長期間連続的に
使用することができない。
【０００７】
また、上述したジルコニア式酸素センサでは、ジルコニア固体電解質の酸素伝導性を十
分に得るために、作動温度を６００℃以上にする必要がある。それゆえ高温域でないと酸
素センサを使用できないという問題がある。また、酸素センサ以外に加熱装置、保温装置
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、冷却装置等が必要となり、装置の大型化、加熱操作による高消費電力化ならびに取扱い
が煩雑になってしまう。
【０００８】
また、上述したガルバニ式酸素センサ、ポーラロ式酸素センサ、並びに室温溶融塩を利
用した酸素センサでは、外部から電圧を印加して酸素を還元させ、その際に生じた電流を
測定することにより酸素濃度を算出する構成である。すなわち、これらの酸素センサでは
、外部からエネルギーを印加し酸素を強制的に異なる分子種に変化させ、酸素濃度を算出
する形式、いわゆる動的（dynamic）に酸素濃度を検出する構成である。しかし、このよ
うな動的に酸素濃度を検出する構成の場合、原理的に酸素濃度が高い領域の測定が困難で
あることが知られている。
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【０００９】
このため、電極や電解質が消耗することなく、幅広い温度範囲で使用でき、かつ酸素濃
度を広い範囲で精度よく検出することができる酸素センサの開発が強く求められていた。
【００１０】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、電極や電解質が消
耗することなく、幅広い温度範囲で使用でき、かつ酸素濃度を精度よく広い範囲で検出す
ることができる酸素および酸化物イオンセンサとその利用を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、酸素雰囲気下において、
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ｓｐ３結合を有する炭素系材料からなる電極と参照電極とを酸化物イオンを含む溶融塩中
に浸漬したところ、(i) 当該炭素系材料からなる電極表面において酸素（Ｏ２）と酸化物
イオン（Ｏ２−）との平衡反応が成り立つこと、(ii) 酸化物イオン濃度が既知の状況で
Ｏ２／Ｏ２−電極の平衡電位を測定することにより、ネルンストの式から酸素分圧を算出
できること、そして、(iii) このとき電極も電解質も消耗しないこと等の新規知見を見出
し、本願発明を完成させるに至った。本発明は、かかる新規知見に基づいて完成されたも
のであり、以下の発明を包含する。
【００１２】
（１）測定対象の雰囲気の酸素濃度を検出するための酸素センサであって、ｓｐ３結合
を有する炭素系材料を含む第１電極と、参照電極として機能する第２電極と、上記第１，
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第２電極と接触し、酸化物イオンを含む溶融塩を有する電解質相と、上記第１，第２電極
間における電位差を測定する電位差測定手段と、上記電解質相中の酸化物イオン濃度が既
知である場合において、上記電位差測定手段によって得られる測定結果および上記電解質
相中の酸化物イオン濃度に基づき、上記測定対象の雰囲気の酸素濃度を算出する算出手段
と、を備える酸素センサ。
【００１３】
（２）上記測定対象の雰囲気は、上記第１電極および電解質相と接触する（１）に記載
の酸素センサ。
【００１４】
（３）上記電解質相が、支持体として多孔質媒体を備え、酸化物イオンを含む溶融塩を
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当該多孔質媒体に含浸させたものを有する（１）または（２）に記載の酸素センサ。
【００１５】
（４）上記第２電極が、ｓｐ３結合を有する炭素材料を含むものである（３）に記載の
酸素センサ。
【００１６】
（５）上記ｓｐ３結合を有する炭素系材料が、不純物をドープしたダイヤモンドである
（１）〜（４）のいずれかに記載の酸素センサ。
【００１７】
（６）測定対象の雰囲気の酸素濃度を検出するための酸素濃度検出方法であって、酸化
物イオンを含む溶融塩を有する電解質相に接触した、ｓｐ３結合を有する炭素系材料を含
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む第１電極と参照電極として機能する第２電極との間の電位差を測定する電位差測定工程
と、上記電解質相中の酸化物イオン濃度が既知である場合において、上記電位差測定工程
によって得られる測定結果および上記電解質相中の酸化物イオン濃度に基づき、測定対象
の雰囲気の酸素濃度を算出する算出工程と、を有する酸素濃度検出方法。
【００１８】
（７）ｓｐ３結合を有する炭素系材料を含む第１電極と、参照電極として機能する第２
電極と、上記第１，第２電極と接触し、酸化物イオンを含む溶融塩を有する電解質相と、
上記第１，第２電極間における電位差を測定する電位差測定手段と、を備え、さらに、上
記第１電極および電解質相に対して酸素濃度が既知の基準雰囲気を接触させる場合におい
て、上記電位差測定手段によって得られる測定結果および当該基準雰囲気中の酸素濃度に
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基づき、上記溶融塩中の酸化物イオン濃度を算出する算出手段と、を備える酸化物イオン
センサ。
（８）溶融塩中の酸化物イオン濃度を検出するための酸化物イオン濃度検出方法であって
、酸素濃度が既知の基準雰囲気に接触した、ｓｐ３結合を有する炭素系材料を含む第１電
極と参照電極として機能する第２電極との間の電位差を測定する電位差測定工程と、上記
基準雰囲気の酸素濃度が既知である場合において、上記電位差測定工程によって得られる
測定結果および上記基準雰囲気の酸素濃度に基づき、上記溶融塩中の酸化物イオン濃度を
算出する算出工程と、を有する酸化物イオン濃度検出方法。
【００１９】
なお、上記酸素センサまたは酸化物イオンセンサのうち、算出手段は、コンピュータに
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よって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記手段として動作させることに
より上記算出手段をコンピュータにて実現させる酸素センサまたは酸化物イオンセンサの
制御プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明
の範疇に入る。
【発明の効果】
【００２０】
本発明に係る酸素センサによれば、電極や電解質が消耗することなく、幅広い温度範囲
で使用でき、かつ酸素濃度を広い範囲で精度よく検出することができる。
【００２１】
また、この酸素センサの原理を利用すれば、酸化物イオン濃度が既知の場合、酸素濃度
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を検出する方法も実現可能である。この原理によれば、逆に酸素濃度が既知の場合、酸化
物イオン濃度を検出することもできる。つまり、本発明によれば、酸化物イオン濃度を検
出するセンサや酸化物イオン検出方法も実現可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
以下、本発明に係る酸素センサ、酸素濃度検出方法、酸化物イオンセンサ、酸化物イオ
ン濃度検出方法について詳細に説明するが、まず、本発明の理解の一助と資すべく、本発
明者らが見出した本発明の基本原理について説明する。
【００２３】
＜１．本発明の基本原理＞
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上述したように、従来から酸素ガス濃度を電気化学的に測定する方法は、多数提案され
ている。しかしながら、広範な温度領域かつ酸素濃度を正確に測定する手法は、確立され
ていなかった。なぜなら、広範な温度領域で安定な電解質がないこと、また、溶融塩と酸
素と共存する環境下で安定な電極材料がないからである。そこで、本発明者らは、電解質
として広範な温度領域で酸化物イオンを安定に存在させることができる溶融塩に着目した
。さらに、電極材料として、ｓｐ３炭素材料からなる電極が溶融塩と酸素と共存する環境
下で安定であることに着目した。すなわち、酸化物イオンを含む溶融塩とｓｐ３炭素材料
を組み合わせることで、新たな酸素濃度測定手法の確立を期待し検討を行った。具体的に
は、図１に示すように、電解質相としての溶融塩３に、ダイヤモンド電極からなる電極１
および参照電極２を接触させた。電極１には、溶融塩３に接触する部分と、溶融塩３から
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外部に突出している部分とが存在する。また、電極１と参照電極２との間に電圧計が接続
されている。溶融塩３中には、酸化物イオンが含まれている。
【００２４】
本発明者らは、このような実験系において、電極１の表面では次式に示すような平衡反
応（１）が成り立つことを見出した。
【００２５】
【化１】
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【００２６】
なお、このとき、電極１と酸素（または酸化物イオン）とは全く反応せず、電極も消耗
しないことを確認している。
【００２７】
また、酸素分圧、酸化物イオン濃度、Ｏ２／Ｏ２−電極の平衡電位の三者間には、下記
数式（２）に示すような「２電子反応のネルンストの式」（Ｔ＝７２３Ｋ）の関係に従う
ことを全く新たに見出した。
【００２８】
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【数１】
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【００２９】
そして、本発明者らは、上記知見に基づき鋭意検討を重ねた結果、後述する実施例に示
すように、標準式量酸化還元電位（下記数式（３））を決定することに成功した。
【００３０】
【数２】
20
【００３１】
その結果、本発明者らは、上記数式（２），（３）を用いれば、酸化物イオン濃度（Ｘ
２−

Ｏ２−）が既知の状況において、ｓｐ３炭素材料からなる電極のＯ２／Ｏ

電極の平衡

電位を測定することにより、酸素分圧（ＰＯ２）を算出できることを見出した。この原理
を用いれば、ｓｐ３炭素材料からなる電極を酸素センサとして応用することができる。
【００３２】
このｓｐ３炭素材料からなる電極を利用した酸素センサは、Ｏ２／Ｏ２−電極の平衡電
位を測定することにより、簡便かつ正確に酸素濃度を検出できる。このため、いわゆる
静的に

酸素濃度を検出することができる。この静的な酸素検出動作は、従来の常温溶融
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塩式酸素センサのような、外部から電圧等を印加して酸素を強制的に異なる分子種に変換
する

動的な

酸素検出動作に比べて、酸素濃度が高い領域から低い領域まで細かい単位

で精度よく酸素濃度を検出することができる。例えば、酸素分圧０．０１気圧刻み以下で
も精度よく算出できる。
【００３３】
このように、本発明に係る酸素センサの基本原理は、従来の溶融塩を用いた酸素センサ
のそれとは全く異なり、極めて精度よく酸素を検出することができる。なお、上述したよ
うに、本発明の酸素センサの原理では、ネルンストの式を用いていることから、酸素分圧
が既知であれば、溶融塩中の酸化物イオン濃度を検出することも可能となる。このため、
この基本原理は、後述するように、酸化物イオンセンサとしても利用可能である。
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【００３４】
以下、この基本原理を用いた酸素センサ、酸素濃度検出方法、酸化物イオンセンサ、酸
化物イオン濃度検出方法について、順に説明する。
【００３５】
＜２．酸素センサ＞
本発明に係る酸素センサは、測定対象の雰囲気の酸素濃度を検出するための酸素センサ
であって、第１電極と、第２電極と、上記第１，第２電極と接触する電解質相と、電位差
測定手段と、酸素濃度を算出する算出手段と、を備える酸素センサであればよく、大きさ
、形状、材質等のその他の具体的な構成については特に限定されるものではない。
【００３６】
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まず、上記測定対象の雰囲気とは、酸素センサのユーザが当該雰囲気の酸素濃度（また
は酸素分圧）を検出したいと欲するものであればよく、例えば、酸素濃度あるいは酸素分
圧が未知のガス（気体）を挙げることができる。
【００３７】
次に、上記第１電極は、ｓｐ３結合を有する炭素系材料（以下、単に「ｓｐ３炭素系材
料」とも称する。）を含む材料からなる電極であればよく、その他の大きさ、形状、材質
等の具体的な構成については限定されるものではない。
【００３８】
ここで「炭素系材料」とは、炭素を主成分とする材料のことを意味する。また、「ｓｐ
３結合を有する炭素」とは、炭素の化学結合状態がｓｐ３結合であることを意味する。ま
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た「ｓｐ３炭素系材料」とは、ｓｐ３結合のみを有する炭素系材料のみならず、炭素系材
料に含まれるｓｐ３結合の割合が６０％以上、好ましくは９０％以上、より好ましくは９
９％以上である材料をも含む意味である。上記好ましい範囲のうち、ｓｐ３結合の割合が
高くなるほど、当該炭素系材料を電極として用いた場合に、酸化物イオンや酸素と反応し
て電極が消耗しなくなるため、より好ましい。したがって、ｓｐ３結合のみを有する炭素
系材料が最も好ましいといえる。炭素系材料におけるｓｐ３結合の割合を調べる方法とし
ては、例えばラマンスペクトル法による測定でｓｐ３結合に関するピークを観測し、調べ
ることができる。
【００３９】
ｓｐ３炭素系材料としては、特に限定されるものではなく、例えばダイヤモンド、ダイ
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ヤモンドライクカーボン等が挙げられるが、特に化学的、機械的安定性が高いとの理由か
らダイヤモンドが好ましい。
【００４０】
また、上記第１電極は、上記「ｓｐ３炭素系材料」を含む電極であればよく、炭素系材
料以外の材料を含んでいてもよく、その具体的な構成や製造方法等は特に限定されるもの
ではない。かかる電極としては、例えば、基板上に「ｓｐ３炭素系材料」が蒸着されてい
るものを挙げることができる。この「基板」としては特に限定されるものではないが、ｓ
ｐ３炭素系材料との密着性がよいとの理由からニオブ（Ｎｂ）、ケイ素（Ｓｉ）または炭
素（Ｃ）材料が好ましい。なお、「ｓｐ３炭素系材料」を基板へ蒸着する方法としては、
特に限定されるものではないが、例えば化学気相成長法（ＣＶＤ法）、またはホットフィ
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ラメント化学気相成長法（ＨＦＣＶＤ法）が適用可能である。
【００４１】
また、ｓｐ３炭素系材料を用いて電極を構成する場合、当該ｓｐ３炭素系材料には導電
性を付与するための不純物がドープされていることが好ましい。ｓｐ３炭素系材料は導電
性を有していないため、不純物を加えて導電性を付与することが目的である。上記不純物
としてはｓｐ３炭素系材料へ導電性を付与することができるものであれば特に限定される
ものではなく、例えばホウ素、リン、窒素、砒素、ガリウム等が利用可能であり、作製が
容易との理由からホウ素が特に好ましい。
【００４２】
上述したように、上記第１電極としては、不純物がドープされたダイヤモンドを材料と
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する電極、いわゆる「導電性ダイヤモンド電極」を用いることが特に好ましい。かかるダ
イヤモンド電極の製造方法については、例えば、H. Notsu, I. Yagi, T. Tatsuma, D. A.
Tryk and A. Fujishima, Electrochem. Solid‑State Lett. 2 (1999) 522. に記載され
ている。またダイヤモンド電極として、Adamant社（商品名：Diamond Electrode）、Cond
ias社（商品名：DIACHEM electrode）から市販品を購入することも可能である。なお、市
販品のダイヤモンド電極は、その入手容易性から特に好ましいといえる。
【００４３】
また、上述したように、上記第１電極として、ダイヤモンドライクカーボンを用いた電
極（「ダイヤモンドライクカーボン電極」）を用いてもよい。かかるダイヤモンドライク
カーボン電極は、プラズマ気相蒸着法により製造することができる。ダイヤモンドライク
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カーボン電極の製造方法については、例えば、M. Weiler, S. Sattel, T. Giessen, K. J
ung, H. Ehrhardt, V.S. Veerasamy and J. Robertson Phys. Rev. B 53 (1996), 1594に
記載されている。
【００４４】
上記第２電極は、参照電極として機能するものであればよく、その他の具体的な構成は
特に限定されない。具体的には、溶融塩を電解質相とする場合に使用される従来公知の参
照電極を好適に使用することができ、例えば、アルミニウム−リチウム（Ａｌ−Ｌｉ）、
塩化銀（ＡｇＣｌ−Ａｇ）等を材料とする電極を用いることができる。
【００４５】
上記電解質相は、酸化物イオンを含む溶融塩を有するものであればよい。ここで溶融塩
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としては、特に限定されるものではなく、酸化物イオンを安定に存在させることができる
溶融塩であればよい。つまり、酸化物イオンを含有することができる溶融塩であれば、従
来公知のものを好適に用いることができる。
【００４６】
具体的には、中温溶融塩、高温溶融塩を用いることが好ましい。中温溶融塩、高温溶融
塩としては、例えば、塩化リチウム−塩化カリウム共晶塩（ＬｉＣｌ−ＫＣｌ共晶塩）を
始めとするアルカリ金属ハロゲン化物系、塩化カルシウム（ＣａＣｌ２）を始めとするア
ルカリ土類金属ハロゲン化物系、硫酸塩や硝酸塩を始めとするオキシ酸系、有機塩化物と
分子性の塩を混合して得られる溶融塩、分子性溶融塩等、幅広く利用が可能である。特に
、ＬｉＣｌ−ＫＣｌ、ＮａＣｌ−ＣｓＣｌ、ＬｉＣｌ−ＣｓＣｌ、ＮａＣｌ−ＫＣｌ、Ｌ
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ｉＣｌ−ＫＣｌ−ＣｓＣｌ、ＬｉＣｌ、ＭｇＣｌ２などの塩化物の溶融塩やそれ以外にも
フッ化物の溶融塩、ＬｉＦ−ＫＦ−ＮａＦ、ＮａＦ−ＡｌＦ３などを用いることが好まし
い。
【００４７】
ここで、本発明に係る酸素センサでは、電解質相として溶融塩を用いている。このため
、溶融塩の温度範囲に応じて、酸素センサの作動温度を適宜設定することができる。例え
ば、溶融塩として温度範囲：３５０〜５５０℃であるＬｉＣｌ−ＫＣｌを用いる場合、当
該温度範囲で酸素センサを作動させることができる。特に、本明細書の背景技術にも記載
しているが、従来の酸素センサの動作範囲は室温（５〜４０℃）か、または６００℃以上
の高温域に限られており、中温域の酸素センサは存在しない。このため、この点において
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も、本発明に係る酸素センサは非常に有用性が高いといえる。もちろん、ＬｉＣｌ−ＫＣ
ｌ以外の中温域の溶融塩を用いることもできるし、さらに、常温溶融塩を用いたり、Ｌｉ
Ｃｌ−ＣｓＣｌ（２５０℃〜）、ＮａＣｌ−ＫＣｌ（６００〜９００℃）などを用いるこ
とにより、酸素センサの動作温度を自由に制御できる。つまり、本発明によれば、広範な
温度域に対応できる酸素センサを提供できるといえる。
【００４８】
また、上述したように、溶融塩中には酸化物イオンが含まれている。溶融塩中に酸化物
イオンを含有させる方法としては、従来公知の方法を用いることができ、特に限定される
ものではない。例えば、Ｌｉ２Ｏ等の金属酸化物などの酸化物イオン供給源を溶融塩に添
加することにより、簡便に酸化物イオンを含ませることができる。
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【００４９】
このような酸化物イオン供給源としては、例えば酸化リチウムあるいは酸化カルシウム
、酸化ナトリウム等が利用可能である。酸化物イオン供給源の好適な添加量については、
酸化物イオン供給源の種類、溶融塩の組成等により異なるために限定されるものではなく
、適宜検討の上、決定すればよい。例えば、好ましい溶融塩と酸化物の組成としては、溶
融塩中への酸化物イオンの溶解度およびその安定性の観点から、ＬｉＣｌ−ＫＣｌ−Ｌｉ
２Ｏ（ＬｉＣｌ：５８．２ｍｏｌ％、ＫＣｌ：４１．３ｍｏｌ％、Ｌｉ２０：０．５ｍｏ

ｌ％）を挙げることができる。
【００５０】
なお、＜１＞欄の基本原理でも述べたように、本発明に係る酸素センサでは、電解質相
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（溶融塩）中に含まれる酸化物イオン濃度が既知の状態において酸素濃度を検出するとい
うものであるため、酸化物イオン濃度を把握しておくことが重要となる。
【００５１】
また、上記電位差測定手段は、上記第１電極と第２電極との間における電位差を測定で
きるものであればよく、その他の具体的な構成は特に限定されるものではない。すなわち
、本電位差測定手段は、第１電極におけるＯ２／Ｏ２−電極の平衡電位を測定するものと
いえる。かかる電位差測定手段としては、例えば、従来公知の電圧計を好適に用いること
ができる。
【００５２】
上記算出手段は、上記電解質相中の酸化物イオン濃度が既知である場合において、上記
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電位差測定手段によって得られる測定結果および上記電解質相中の酸化物イオン濃度に基
づき、上記測定対象の雰囲気の酸素濃度を算出するものであればよく、その他の具体的な
構成は特に限定されるものではない。すなわち、本算出手段は、上述の＜１＞欄で説明し
たように、ネルンストの式（上記数式（２），（３））を用いて、上記電位差測定手段に
よって得られる

Ｏ２／Ｏ２−電極の平衡電位

と

電解質相中の酸化物イオン濃度

と

に基づき、酸素濃度を算出するものであればよい。
【００５３】
本算出手段の具体的な構成としては、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）やマイクロコン
ピュータ等の従来公知の演算装置を用いることができ、特に限定されるものではない。な
お、

Ｏ２／Ｏ２−電極の平衡電位

や

電解質相中の酸化物イオン濃度

は、例えばユ
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ーザによって本算出手段に入力したり、または電位差測定手段から電気通信回路を通じて
直接入力したり、あるいは算出手段が備える記憶部に予め記憶させておく等の従来公知の
技術により利用可能に構成することができる。
【００５４】
また、本酸素センサでは、上記測定対象の雰囲気は上記第１電極および電解質相と接触
する構成であることが好ましい。これは、測定対象の雰囲気と第１電極と電解質相との三
相界面において、上記平衡反応（１）が成立することになるためである。それゆえ、本酸
素センサでは、上記電位差測定手段によって第１電極と第２電極との間のＯ２／Ｏ２−電
極の平衡電位を測定する際には、測定対象の雰囲気と上記第１電極および電解質相とが接
触していることになる。
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【００５５】
次に、本発明に係る酸素センサの実施形態について、図面を用いて説明する。
【００５６】
＜２−１：実施形態１＞
図２は、本発明の一実施形態に係る酸素センサの構成を模式的に示す図である。具体的
には、図２に示すように、本実施の形態に係る酸素センサ１０は、第１電極１１、第２電
極１２、電解質相１３、電位差測定部１４、酸素濃度算出部１５を備えている。
【００５７】
第１電極１１はｓｐ３炭素系材料からなる電極である。第２電極１２は参照電極として
機能する電極である。電解質相１３は濃度既知の酸化物イオンを含有する溶融塩である。
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電位差測定部１４は上述の電位差測定手段として機能するものであり、例えば電圧計を用
いることができる。酸素濃度算出部１５は上述の算出手段として機能するものであり、例
えばＰＣなどにより構成できる。なお、測定対象の雰囲気として、濃度未知の酸素を含む
混合ガスを用いる。
【００５８】
また、本酸素センサ１０では、第１電極１１と第２電極１２とは、電解質相１３と接触
している。電位差測定部１４は、第１電極１１と第２電極１２との間に連結されている。
酸素濃度算出部１５は、電位差測定部１４の測定結果を利用できるように構成されている
。なお、電解質相１３中の酸化物イオン濃度は既知であり、酸素濃度算出部１５はこの酸
化物イオン濃度の情報を利用可能に構成されている。
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【００５９】
また、図２に示すように、酸素濃度の測定対象の雰囲気は、電解質相１３の表面に接触
する構成である。
【００６０】
上述の構成によれば、第１電極１１において上記平衡反応（１）が成立する。また、電
位差測定部１４が、第１電極１１におけるＯ２／Ｏ２−電極の平衡電位と参照極である第
２電極１２との電位差を測定する。そして、酸素濃度算出部１５が、電位差測定部１４に
よって測定したＯ２／Ｏ２−電極の平衡電位と、電解質相１３中の酸化物イオン濃度とに
基づき、ネルンストの式（上記数式（２），（３））を用いて、測定対象の雰囲気の酸素
濃度を算出することができる。このように本酸素センサ１０によれば、簡便かつ正確に測
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定対象の雰囲気の酸素濃度を検出することができる。
【００６１】
＜２−２：実施形態２＞
本発明では、上記電解質相が、支持体として多孔質媒体を備え、溶融塩を当該多孔質媒
体に含浸させたものを有する形態でも実施可能である。かかる支持体として機能する多孔
質媒体としては、溶融塩を含浸させることができるものであればよく、従来公知の多孔質
媒体を好適に利用することができる。具体的には、例えば、溶融炭酸塩型燃料電池などに
利用されているリチウムアルミネートなどの多孔質媒体のほか、焼結シリカを利用するこ
とができる。
【００６２】
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また、多孔質媒体に溶融塩を含浸させて電解質相とする方法も、従来公知の方法を利用
することができ、特に限定されるものではない。例えば、多孔質材料に溶融塩を含浸させ
て焼結させると、溶融塩が固体で保持される形式でも利用可能できる。
【００６３】
上述のような支持体として多孔質媒体を備える電解質相を有する酸素センサの一実施形
態について図３を用いて説明する。図３に示すように、本実施の形態に係る酸素センサ２
０は、第１電極２１、第２電極２２、電解質相２３、電位差測定部２４、酸素濃度算出部
２５を備えている。第１電極２１はｓｐ３炭素系材料からなる電極である。第２電極２２
は参照電極として機能する電極である。電解質相２３は、多孔質媒体に溶融塩を含浸させ
たものであり、固体電解質として利用できる形態である。なお、上記溶融塩中には、濃度
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既知の酸化物イオンが含まれている。電位差測定部２４は上述の電位差測定手段として機
能するものであり、例えば電圧計を用いることができる。酸素濃度算出部２５は上述の算
出手段として機能するものであり、例えばＰＣにより構成できる。なお、測定対象の雰囲
気として、濃度未知の酸素を含む混合ガスを用いる。
【００６４】
第１電極２１と第２電極２２とは、電解質相２３を挟むように構成されており、それぞ
れ一方の面で電解質相２３と接触している。電位差測定部２４は、第１電極２１と第２電
極２２との間に連結されている。酸素濃度算出部２５は、電位差測定部２４の測定結果を
利用できるように構成されている。なお、電解質相２３中の酸化物イオン濃度は既知であ
り、酸素濃度算出部２５はこの酸化物イオン濃度の情報を利用可能に構成されている。

40

【００６５】
また、図３に示すように、測定対象の雰囲気は、第１電極２１における、電解質相２３
と接触しない側の表面から酸素センサ２０と接触するように導入される。そして、測定対
象の雰囲気は、第１電極２１を透過して電解質相２３と接触する。つまり、本酸素センサ
２０では、測定対象の雰囲気は、第１電極２１および電解質相２３と接触するように構成
されているといえる。
【００６６】
また、第２電極２２における、電解質相２３と接触しない側の表面は、例えば大気開放
されている（なお、大気中の酸素濃度は０．２ａｔｍ）。
【００６７】
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本酸素センサ２０によれば、上述したように、第１電極２１において上記平衡反応（１
）が成立する。また、電位差測定部２４が、第１電極２１におけるＯ２／Ｏ２−電極の平
衡電位を測定する。そして、酸素濃度算出部２５が、電位差測定部２４によって測定した
Ｏ２／Ｏ２−電極の平衡電位と、電解質相２３中の酸化物イオン濃度とに基づき、ネルン
ストの式（上記数式（２），（３））を用いて、測定対象の雰囲気の酸素濃度を算出する
ことができる。このように本酸素センサ２０によれば、簡便かつ正確に測定対象の雰囲気
の酸素濃度を検出することができる。
【００６８】
また、本酸素センサ２０では、電解質相２３が支持体に含浸されており、固体電解質と
して用いることができる。このため、取扱いが容易であり、極めて利便性の高いという利

10

点がある。
【００６９】
＜２−３：実施形態３＞
また、上記実施形態２において、第２電極を第１電極と同じ材料、つまりｓｐ３炭素系
材料を用いて構成してもよい。この場合でも、第１電極において上記平衡反応（１）が成
立する。このため、電位差測定部によって測定したＯ２／Ｏ２−電極の平衡電位と、電解
質相中の酸化物イオン濃度とに基づき、測定対象の雰囲気の酸素濃度を簡便かつ正確に算
出することができる。また、電解質相が支持体に含浸されており、固体電解質として用い
ることができるため、取扱いが容易であり、極めて利便性の高い酸素センサを提供するこ
20

とができる。
【００７０】
＜３．酸素濃度検出方法＞
本発明に係る酸素濃度検出方法は、測定対象の雰囲気の酸素濃度を検出するための酸素
濃度検出方法であって、電位差測定工程と、酸素濃度を算出する算出工程と、を有する方
法であればよく、その他の具体的な構成については、特に限定されるものではない。
【００７１】
具体的には、電位差測定工程は、酸化物イオンを含む溶融塩を有する電解質相に接触し
た、ｓｐ３結合を有する炭素系材料を含む第１電極と参照電極として機能する第２電極と
の間の電位差を測定する工程である。
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【００７２】
また、酸素濃度を算出する算出工程は、上記電解質相中の酸化物イオン濃度が既知であ
る場合において、上記電位差測定工程によって得られる測定結果および上記電解質相中の
酸化物イオン濃度に基づき、上記測定対象の雰囲気の酸素濃度を算出する工程である。な
お、測定対象の雰囲気は、第１電極と電解質相とに接触するように方法を実施することが
好ましい。
【００７３】
本酸素濃度検出方法は、上記＜２＞欄で説明した酸素センサと同様の基本原理を用いて
いる。具体的には、電位差測定工程において、ｓｐ３炭素系材料からなる第１電極におけ
Ｏ２／Ｏ２−電極の平衡電位

る

を測定する。そして、算出工程において、上記測定結

果と溶融塩中の酸化物イオン濃度とを用いて、ネルンストの式（上記数式（２），（３）

40

）から測定対象の雰囲気の酸素濃度（酸素分圧）を算出する方法である。
【００７４】
つまり、本酸素濃度検出方法は、上記＜２＞欄で説明した酸素センサを方法として表現
したものともいえ、基本原理や使用する材料、機器、条件等については、酸素センサと同
様のものを好適に用いることができる。このように、本酸素濃度検出方法の詳細について
は、上記酸素センサの説明を適宜参酌することができるため、ここではその説明を省略す
る。
【００７５】
＜４．酸化物イオンセンサ＞
上記＜１＞欄において説明したように、本発明の基本原理は、ネルンストの式（上記数

50

(12)
式（２），（３））を用いて、

測定対象の雰囲気の酸素濃度（酸素分圧）

相（溶融塩）中の酸化物イオン濃度
２−
電極の平衡電位
２／Ｏ
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、

、

ｓｐ３炭素系材料からなる第１電極におけるＯ

の３つの値のうち、既知の２つの値から、残りの１つの値を

算出するというものである。このため、

測定対象の雰囲気の酸素濃度（酸素分圧）
２−

ｓｐ３炭素系材料からなる第１電極におけるＯ２／Ｏ
れば、

電解質

電解質相（溶融塩）中の酸化物イオン濃度

電極の平衡電位

、

が既知であ

を検出することも可能となる。

【００７６】
すなわち、本発明には、電解質相（溶融塩）中に含まれる酸化物イオンの濃度を検出す
る酸化物イオンセンサも含まれる。本酸化物イオンセンサの構成は、ｓｐ３結合を有する
炭素系材料を含む第１電極と、参照電極として機能する第２電極と、上記第１，第２電極

10

と接触し、酸化物イオンを含む溶融塩を有する電解質相と、上記第１，第２電極間におけ
る電位差を測定する電位差測定手段と、を備え、さらに、上記第１電極および電解質相に
対して酸素濃度が既知の基準雰囲気を接触させる場合において、上記電位差測定手段によ
って得られる測定結果および当該基準雰囲気中の酸素濃度に基づき、上記溶融塩中の酸化
物イオン濃度を算出する算出手段と、を備えるものであればよく、その他の具体的な構成
については特に限定されるものではない。
【００７７】
ここで「基準雰囲気」とは、第１電極と電解質相とに接触するものであって、酸素濃度
（酸素分圧）が既知のものであればよく、その他の具体的な構成は特に限定されるもので
はないが、好ましくは、酸素分圧既知の気体（ガス）を用いることができる。

20

【００７８】
本酸化物イオンセンサは、上記＜２＞欄で説明した酸素センサと略同様の構成であり、
測定対象の雰囲気の酸素濃度（酸素分圧）
の酸化物イオン濃度

が既知の場合に、

電解質相（溶融塩）中

を検出する点のみが異なるものといえる。このため、本酸化物イオ

ンセンサに関しては、基本原理や使用する材料、機器、条件等については、酸素センサと
同様のものを好適に用いることができる。
【００７９】
具体的には、上記＜２−１＞〜＜２−３＞欄で説明した酸素センサの３つの実施形態に
おいて、第１電極、第２電極、電位差測定部の構成は共通している。そして、電解質相に
ついては、溶融塩中の酸化物イオン濃度が不明である点を除き、その余は共通である。ま
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た、酸素センサでは測定対象の雰囲気の酸素濃度が不明であったが、本酸化物イオンセン
サでは、第１電極と電解質相とに接触させる基準雰囲気（例えば、基準ガス）中の酸素濃
度（酸素分圧）は既知である。加えて、酸素センサにおける酸素濃度算出部が、酸化物イ
オン濃度算出部となっている。本酸化物イオン濃度算出部は、電位差測定部の測定結果と
基準雰囲気中の酸素濃度とに基づき、ネルンストの式（上記数式（２），（３））を用い
て酸化物イオン濃度を算出するものである。このように、本酸化物イオンセンサの詳細に
ついては、上述した相違点以外の点に関して酸素センサの説明を適宜参酌することができ
るため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００８０】
なお、ここまで酸化物イオンセンサについて説明してきたが、酸化物イオンセンサを方
法として表現する

酸化物イオン濃度検出方法

40

についても、同様に実現できる。このた

め、かかる酸化物イオン検出方法も本発明に含まれる。かかる方法としては、例えば、酸
化物イオンを含む溶融塩を有する電解質相に接触した、ｓｐ３結合を有する炭素系材料を
含む第１電極と参照電極として機能する第２電極との間の電位差を測定する電位差測定工
程と、上記第１電極および電解質相に対して酸素濃度が既知の基準雰囲気を接触させる場
合において、上記電位差測定工程によって得られる測定結果および当該基準雰囲気中の酸
素濃度に基づき、上記溶融塩中の酸化物イオン濃度を算出する算出工程と、を有する、溶
融塩中の酸化物イオン濃度を検出する方法を挙げることができる。なお、本方法において
も、上記酸素センサおよび酸化物イオンセンサの説明を適宜参酌することができるため、
ここでは詳細な説明を省略する。
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＜５．酸化物イオン濃度検出方法＞
本発明に係る酸化物イオン濃度検出方法は、溶融塩中の酸化物イオン濃度を検出するた
めの酸化物イオン濃度検出方法であって、電位差測定工程と、酸化物イオン濃度を算出す
る算出工程と、を有する方法であればよく、その他の具体的な構成については、特に限定
されるものではない。
【００８１】
具体的には、電位差測定工程は、酸素濃度が既知の基準雰囲気が溶融塩を有する電解質
相に接触した、ｓｐ３結合を有する炭素系材料を含む第１電極と参照電極として機能する
第２電極との間の電位差を測定する工程である。
10

【００８２】
また、酸化物イオン濃度を算出する算出工程は、上記基準雰囲気中の酸素濃度が既知で
ある場合において、上記電位差測定工程によって得られる測定結果および上記基準雰囲気
中の酸素濃度に基づき、溶融塩中の酸化物イオン濃度を算出する工程である。
【００８３】
本酸化物イオン濃度検出方法は、上記＜４＞欄で説明した酸化物イオンセンサと同様の
基本原理を用いている。具体的には、電位差測定工程において、ｓｐ３炭素系材料からな
る第１電極における

Ｏ２／Ｏ２−電極の平衡電位

を測定する。そして、算出工程にお

いて、上記測定結果と基準雰囲気中の酸素濃度とを用いて、ネルンストの式（上記数式（
２），（３））から測定対象の雰囲気の酸化物イオン濃度を算出する方法である。
【００８４】

20

つまり、本酸化物イオン濃度検出方法は、上記＜４＞欄で説明した酸化物イオンセンサ
を方法として表現したものともいえ、基本原理や使用する材料、機器、条件等については
、酸化物イオンセンサと同様のものを好適に用いることができる。このように、本酸化物
イオン濃度検出方法の詳細については、上記酸化物イオンセンサの説明を適宜参酌するこ
とができるため、ここではその説明を省略する。
【００８５】
最後に、上記酸素センサおよび酸化物イオンセンサの各ブロック、特に酸素濃度算出部
および酸化物イオン濃度算出部は、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次
のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【００８６】
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すなわち、酸素濃度算出部または酸化物イオン濃度算出部は、各機能を実現する制御プ
ログラムの命令を実行するＣＰＵ（central processing unit）、上記プログラムを格納
したＲＯＭ（read only memory）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（random access me
mory）、上記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）な
どを備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである
酸素濃度算出部または酸化物イオン濃度算出部の制御プログラムのプログラムコード（実
行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取
り可能に記録した記録媒体を、上記酸素濃度算出部または酸化物イオン濃度算出部に供給
し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプログラム
コードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
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【００８７】
上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ−ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ−Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッ
シュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【００８８】
また、酸素濃度算出部または酸化物イオン濃度算出部を通信ネットワークと接続可能に
構成し、上記プログラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネ
ットワークとしては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキ
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ストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（virtual priv
ate network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通
信ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９
４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、Ｉｒ
ＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、
ＨＤＲ、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、
本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれた
コンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。
【００８９】
以下実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、本
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発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能である
ことはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、
請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜組
み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【００９０】
＜実験条件および実験装置＞
溶融塩として、共晶組成に混合したＬｉＣｌ−ＫＣｌ（５８．５ｍｏｌ％：４１．５ｍ
ｏｌ％）を数日間４７３Ｋで真空乾燥させた後、７２３Ｋのアルゴン雰囲気中で溶融させ
20

たものを用いた。
【００９１】
電気化学測定は、２電極方式で行い、参照極には（α＋β）共存相のＡｌ−Ｌｉ電極を
使用した。
【００９２】
図４に、本実施例において使用した実験装置の概略図を示す。当該実験装置は、アルゴ
ン雰囲気下の密閉系であり、反応容器内に上記溶融塩（図中「Ｄ」で示す）が入っている
。本溶融塩中には、濃度０．５ｍｏｌ％の酸化物（Ｌｉ２Ｏ）が添加されている。当該溶
融塩には、陽極（アノード）であるダイヤモンド電極（不純物としてホウ素をドープした
Boron Doped Diamond；ＢＤＤ）（入手先：Condias社（商品名：DIACHEM electrode、図
中「Ａ」で示す）と、上記参照電極（入手先：ニラコ製、図中「Ｂ」で示す）と、クロメ
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ル・アルメル熱電対（入手先：ニラコ社製、図中「Ｃ」で示す）とが挿入されている。ア
ルゴン・酸素混合（Ｏ２，Ａｒ）ガスは「Ｇａｓ

ｉｎｌｅｔ」から実験装置内へ導入さ

れ、電極Ａ、溶融塩相Ｄ等と接触し、その後「Ｇａｓ

ｏｕｔｌｅｔ」から実験装置外へ

と出る。実験装置外へ出たアルゴンガスを含む気体は、回収され、ガスクロマトグラフィ
ー等で組成分析が行われる。なお、付属のヒーター（図中「Ｅ」で示す）によって溶融塩
は７２３Ｋに保たれている。
【００９３】
＜溶融ＬｉＣｌ−ＫＣｌ中の電極Ａの平衡電位測定＞
上記実験装置を用いて電極Ａの平衡電位測定を行うべく、まず、電極Ａについての浸漬
電位の酸素ガス分圧の依存性を検討した。具体的には、７２３Ｋにおいて、「Ｇａｓ

ｉ
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ｎｌｅｔ」から真空状態の実験装置内に酸素（Ｏ２）ガスを導入し、酸素圧をデジタルマ
ノメータでモニターしながら、０ａｔｍから１．０ａｔｍまで増加させた場合、または１
．０ａｔｍから０．１ａｔｍまで減少させた場合において、電極Ａにおける電位を測定し
た（つまり、それぞれ電極Ａと電極Ｂとの間の電位差を測定した）。
【００９４】
その結果を図５（ａ），（ｂ）に示す。図５（ａ）には混合ガスの酸素分圧を０〜１．
０ａｔｍまで増加させた場合の電極Ａにおける電位の変化を示す図であり、図５（ｂ）は
混合ガスの酸素分圧を１．０〜０．１ａｔｍまで減少させた場合の電極Ａにおける電位の
変化を示す図である。
【００９５】
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同図に示すように、電極Ａの電位は酸素分圧に依存して変化し、速やかに一定の電位を
示すことから、測定された浸漬電位は、下記の反応の平衡電位であることが予測された（
下記数式（２））。また、電極Ａ，溶融塩相の表面，混合ガスの三相界面が形成されてい
ることが示唆された。
【００９６】
【化２】

【００９７】
【数３】

10
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【００９８】
そこで、図６に電極Ａの浸漬電位と酸素ガス分圧の対数をプロットしたところ、良い直
線関係が得られた。この関係は、ネルンストの関係と呼ばれ、この場合は、７２３Ｋにお
ける２電子反応すなわち、Ｏ２／Ｏ２−電極の７２３Ｋにおける平衡電位に対応している
ことが示された。
【００９９】
ここから２電子反応のネルンストの式（Ｔ＝７２３Ｋ）の標準式量酸化還元電位を求め
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ることができた。この値を下記に示す。
【０１００】
【数４】

【０１０１】
次に、浸漬電位の温度依存性を検討した。実験条件は、電解浴としてＬｉＣｌ−ＫＣｌ
−Ｌｉ２Ｏ（０．５ｍｏｌ％）であり、浴温を７２３Ｋ〜７８３Ｋに昇温させた。また、
酸素分圧は１ａｔｍとした。具体的には、７２３Ｋにおいて、酸素圧を１．０ａｔｍの状
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態に保ち、温度を調節しながら、浴温を７２３Ｋ〜７８３Ｋに昇温させた場合において、
電極Ａにおける電位を測定した。
【０１０２】
その結果を図７に示す。同図に示すように、電極Ａにおける平衡電位は温度と直線関係
を示し、温度依存性を示すことがわかった。また、この直線関係から、下記に示す値を算
出できた（下記数式（４））。
【０１０３】
【数５】
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【０１０４】
上記数式（４）を用いることで、各温度条件における標準式量酸化還元電位を算出する
ことができる。さらに、算出された各温度における標準式量酸化還元電位とネルンストの
式から、溶融塩中の酸化物イオン濃度が既知の場合その温度における酸素濃度の関係を算
出することができる。
【０１０５】
以上の結果をまとめると、(i) ＢＤＤを用いた電極Ａにおいて上記平衡反応（１）が成
立すること、(ii) ２電子反応のネルンストの式について標準式量酸化還元電位を決定で
きたこと、(iii)溶融塩中の酸化物イオン濃度が既知の場合、測定した電極Ａにおける平
衡電位および当該酸化物イオン濃度並びに上記(ii)の標準式量酸化還元電位を、ネルンス

10

トの式に代入することにより、混合ガス中の酸素分圧（ＰＯ２）を決定できること、がわ
かった。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
以上のように、本発明によれば、簡便かつ正確に酸素濃度または溶融塩中の酸化物イオ
ン濃度を検出することができる。このため、酸素濃度や酸化物イオン濃度を検出すること
が必要となる様々な産業、例えば、バイオテクノロジー・半導体製造・医療・食品・環境
技術などにおいて利用可能性がある。
【図面の簡単な説明】
20

【０１０７】
【図１】本発明の基本原理を説明するための模式的な図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る酸素センサの構成を模式的に示す図である。
【図３】本発明の他の一実施形態に係る酸素センサの構成を模式的に示す図である。
【図４】本実施例において使用した実験装置の概略図である。
【図５】本実施例において平衡電位の酸素分圧を調べた結果を示す図であり、（ａ）は混
合ガスの酸素分圧を０〜１．０ａｔｍまで増加させた場合の電極Ａにおける電位の変化を
示す図であり、（ｂ）は混合ガスの酸素分圧を１．０〜０．１ａｔｍまで減少させた場合
の電極Ａにおける電位の変化を示す図である。
【図６】本実施例において、Ｔ＝７２３ＫのＯ２／Ｏ２−電極の平衡電位のネルンストプ
ロットを行った結果を示す図である。
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【図７】本実施例において、浸漬電位の温度依存性を検討した結果を示す図である。
【図８】従来のガルバニ式酸素センサおよびポーラロ式酸素センサについて模式的に示す
図である。
【図９】従来のジルコニア式酸素センサについて模式的に示す図である。
【符号の説明】
【０１０８】
１０，２０

酸素センサ

１１，２１

第１電極

１２，２２

第２電極

１３，２３

電解質相

１４，２４

電位差測定部（電位差測定手段）

１５，２５

酸素濃度算出部（算出手段）
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図８】

【図７】

【図９】
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