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最終頁に続く
(54)【発明の名称】酸素透過構造体及びその作製方法
(57)【要約】
【課題】

高い酸素透過特性と強度を兼ね備えた酸素透

過構造体及びその作製方法を提供する。
【解決手段】

酸素透過構造体１は、多孔質基板２と、

多孔質基板２上に積層したセリウム酸化物３と、セリウ
ム酸化物３上に積層した酸素透過薄膜４とより成る。セ
リウム酸化物３は、例えば組成式ＣｅＯ2 で表されるセ
リウム酸化物であり、膜厚は５ｎｍ以上であればよい。
酸素透過薄膜４は、例えば膜厚が５μｍ以下のＬＳＧＦ
系酸素透過薄膜、すなわち、組成式Ｌａx Ｓｒ1 ‑ x Ｇａ
y

Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜１）で表

される酸素透過薄膜であり、また例えば、膜厚が５μｍ
以下のＬＳＣＦ系酸素透過薄膜、すなわち、組成式Ｌａ
x

Ｓｒ1 ‑ x Ｃｏy Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ＜１、０

＜ｙ＜１）で表される酸素透過薄膜である。
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【特許請求の範囲】

【請求項８】

【請求項１】

５０℃未満であることを特徴とする、請求項６に記載の

酸素透過薄膜と多孔質基板とからなる酸

前記パルスレーザ蒸着時の基板温度は７

素透過構造体において、上記酸素透過薄膜と多孔質基板

酸素透過構造体の作製方法。

との間にセリウム酸化物をバッファ層として挟むことを

【発明の詳細な説明】

特徴とする、酸素透過構造体。

【０００１】

【請求項２】

【発明の属する技術分野】本発明は、酸素透過構造体及

1 ‑ x

前記酸素透過薄膜は、組成式Ｌａx Ｓｒ

Ｇａy Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜

びその作製方法に関する。

１）で表される膜厚が５μｍ以下の酸素透過薄膜であ

【０００２】

り、前記多孔質基板は多孔質アルミナ基板であることを
特徴とする、請求項１に記載の酸素透過構造体。
【請求項３】
1 ‑ x

【従来の技術】現在、クリーンなエネルギーシステムと
10

前記酸素透過薄膜は、組成式Ｌａx Ｓｒ

して燃料電池が注目を浴びている。燃料電池の種類に
は、実用化が進んでいるリン酸型の他に固体高分子型、

Ｃｏy Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜

溶融炭酸塩型、固体酸化物型などがあるが、この中でも

１）で表される酸素透過薄膜であり、前記多孔質基板は

特に固体高分子型燃料電池（ＰＥＦＣ）は約６０〜１０

多孔質アルミナ基板であることを特徴とする、請求項１

０℃の低温度領域で動作することから、電気自動車（Ｅ

に記載の酸素透過構造体。

Ｖ）用の駆動電源や携帯機器用電源への応用が期待され

【請求項４】

ている。ＰＥＦＣでは、燃料には純水素、酸化剤に空気

前記酸素透過薄膜は、非晶質、または、

微細な結晶粒から成り、膜厚が５μｍ以下であることを

中の酸素を用いる。

特徴とする、請求項２または３に記載の酸素透過構造

【０００３】この場合、純水素を供給するか、または天

体。

然ガスなどを改質して燃料とするかの選択がある。安価

【請求項５】

前記セリウム酸化物は、膜厚が５ｎｍ以

20

な発電で水分解できる場合を除き、現状では天然ガス、

上であることを特徴とする、請求項１〜４のいずれかに

メタノール、ガソリンなどの炭化水素系燃料を改質し

記載の酸素透過構造体。

て、水素ガスを得ている。この中でも天然ガスは化石燃

【請求項６】

料の中で最も環境への負荷が少ないということで注目を

多孔質基板上にセリウム酸化物を堆積

し、酸素透過薄膜の組成を有するターゲットを用いてパ

浴びている。従って、水素の供給源として天然ガス改質

ルスレーザ蒸着により酸素透過薄膜を堆積することを特

が有望視されており、高性能な改質器の開発が要求され

徴とする、酸素透過構造体の作製方法。

ている。現在、天然ガスからの水素製造においては、水

【請求項７】

蒸気改質法がもっとも広く利用されているが、近年、空

前記多孔質基板はアルミナ多孔質基板で

あり、前記酸素透過薄膜は組成式Ｌａx Ｓｒ1 ‑ x Ｇａy

気中の酸素を直接用いた部分酸化法により水素を製造す

Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜１）で表さ

るシステムが注目されている。その反応は次式で示され

れる酸素透過薄膜、または、組成式Ｌａx Ｓｒ1 ‑ x Ｃｏ
y

30

Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜１）で表

る。
【０００４】

される酸素透過薄膜であることを特徴とする、請求項６

【数１】

に記載の酸素透過構造体の作製方法。

図８は、上記（１）式を動作原理とした部分酸化法を説

ている。酸素は酸素イオン・電子混合導電体中をイオン

明する概念図である。空気中の酸素のみを透過する酸素

として透過するが、この混合導電体は酸素イオンと電子

透過性材料からできたパイプを高温に加熱し、パイプの

の双方の伝導性を有しているため、外部電圧をかけずに

一端から、例えばＣＨ4 ガスを導入する。パイプの側壁
を通して空気中の酸素のみがパイプ内に供給され、

酸素分圧勾配を駆動力として酸素を透過させる能力があ
40

る。改質器の性能はいかに高い酸素流束密度を得られる

（１）式に基づいてＣＨ4 ガスが酸素と反応し、Ｈ2 ガ

かにかかっており、現在高性能の酸素イオン・電子混合

スとＣＯガスに分解されてパイプの他端から導出され

導電体材料の開発研究が盛んに行われている。酸素イオ

る。この場合、水素濃度を高めるためには、パイプ中の

ン・電子混合導電体の酸素透過流束密度は電子伝導度、

ＣＨ4 ガスに酸素のみを供給する必要がある。すなわ

イオン伝導度、温度及び酸素イオン・電子混合導電体の

ち、空気中のＮ2 ガスが存在すると得られる水素ガスの

膜厚に依存し、理論的に次式で表される。

濃度が１／５に減少してしまう。このため、空気から酸

【０００５】

素のみを取り出す酸素透過性材料が要求されるが、現在

【数２】

その材料として酸素イオン・電子混合導電体が注目され

( 3 )
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ただし、ｊ（Ｏ2 ）は酸素透過流束密度、Ｒは気体定

本発明は、酸素透過薄膜と多孔質基板とからなる酸素透

数、Ｔは絶対温度、Ｆはファラデー定数、ｄは酸素イオ

過構造体において、酸素透過薄膜と多孔質基板との間に

ン・電子混合導電体の膜厚、Ｐ（Ｏ2 ）1 は酸素供給側

セリウム酸化物をバッファ層として挟むことを特徴とす

の酸素分圧、Ｐ（Ｏ2 ）2 は酸素透過側の酸素分圧、σ

る。この構成によれば、多孔質基板と酸素透過薄膜との

e

は電子伝導度、σi はイオン伝導度である。

間でおこる、不可避的な化学反応を、セリウム酸化物を

【０００６】上記（２）式から明らかなように、酸素透
過流束密度ｊ（Ｏ2 ）を大きくするには、電子伝導度σ

バッファ層として挟むことにより抑制することができ
10

る。その結果、熱衝撃を加えても酸素透過薄膜にクラッ

及びイオン伝導度σi を大きくすること、温度Ｔを大

クが発生しにくくなり、従って、高い酸素透過特性と強

きくすること、及び、酸素分圧勾配を大きくすることも

度を兼ね備えた酸素透過構造体が実現できる。酸素透過

さることながら、酸素イオン・電子混合導電体の膜厚ｄ

薄膜は、組成式Ｌａx Ｓｒ1 ‑ x Ｇａy Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただ

を薄くすることが有効であることがわかる。酸素イオン

し、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜１）で表される酸素透過薄膜

・電子混合導電体の薄膜化は酸素透過能向上のために非

（この物質自体は既に公開されている。特開２００１−

常に有効な手段であると考えられる。また、薄膜化する

９３３２５参照）であり、多孔質基板は多孔質アルミナ

ことによって膜の非晶質化も可能と考えられ、バルクで

基板であれば好適である。また、酸素透過薄膜は、組成

は観察されない特性が発現することも期待される。

式Ｌａx Ｓｒ1 ‑ x Ｃｏy Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ＜

【０００７】ちなみに、電子伝導度σe 及びイオン伝導

１、０＜ｙ＜１）で表される酸素透過薄膜（この物質自

e

度σi は、 酸素分圧勾配の関数である。図９は、電子伝

20

体は既に公開されている。Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ．，（１

導度σe 及びイオン伝導度σi の酸素分圧勾配依存性を

９８５）１７４３−１７４６参照）であり、多孔質基板

示す図である。図において、横軸は酸素透過側の酸素分

は多孔質アルミナ基板であれば好適である。また、セリ

圧を示し、左側の縦軸は伝導度を示し、右側の縦軸は酸

ウム酸化物は、膜厚が５ｎｍ以上であれば上記の不可避

素透過流束密度を表す。酸素供給側の酸素分圧は大気圧

的な化学反応を抑止できる。また、酸素透過薄膜は、非

（０．２１ａｔｍ）一定である。図に示すように、電子

晶質、または微細な微結晶粒子から成るので、従来より

伝導度σe は特定の酸素濃度勾配で極小値を示し、イオ

高温で使用してもクラックが発生せず、高い酸素透過特

ン伝導度σi は酸素透過側の酸素分圧Ｐ（Ｏ2 ）2 によ

性と強度を兼ね備えることができる。

らずに一定である。一般に、電子伝導度とイオン伝導度

【００１２】また、本発明の酸素透過構造体の作製方法

とは材料組成、結晶構造によって制限され、高い酸素透

は、多孔質基板上にセリウム酸化物を堆積し、セリウム

過流束密度が得られる材料は限られている。

30

酸化物上に酸素透過薄膜の組成を有するターゲットを用

【０００８】一般に、酸素イオン・電子混合導電体にお

いてパルスレーザ蒸着により酸素透過薄膜を堆積するこ

ける酸素輸送は２つの過程に律速される。一つは、気相

とを特徴とする。また、多孔質基板はアルミナ多孔質基

中の酸素分子が酸素イオンとなって導電体内部に入り込

板であり、酸素透過薄膜は組成式Ｌａx Ｓｒ1 ‑ x Ｇａy

む過程であり、これは表面交換律速過程と呼ばれてい

Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜１）で表さ

る。もう一つは、導電体内部に入った酸素イオンが拡散

れる酸素透過薄膜、または、組成式Ｌａx Ｓｒ1 ‑ x Ｃｏ

する過程であり、これはバルク拡散律速過程と呼ばれて

y

いる。酸化物や温度、膜厚、酸素分圧により支配的な律

される酸素透過薄膜であることを特徴とする。パルスレ

速過程は異なるが、薄膜化は上述のバルク拡散律速の場

ーザ蒸着時の基板温度は７５０℃未満であることを特徴

合、酸素透過能を向上させるのに有効である。
【０００９】

Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜１）で表

とする。この方法によれば、セリウム酸化物上に、非晶
40

質、または微細な結晶粒から成る緻密な酸素透過薄膜が

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の

形成される。非晶質、または微細な結晶粒であるため、

酸素透過薄膜を使用した酸素透過構造体は、酸素透過薄

熱衝撃を印加してもクラックが生じない。

膜の膜厚を薄くするとクラックが発生し易くなり、ガス

【００１３】したがって、本発明によれば、高い酸素透

リークや機械的強度の問題から薄くすることができなか

過特性と高い耐熱衝撃強度を兼ね備えた酸素透過構造体

った。

及びその作製方法を提供することができる。

【００１０】本発明は上記課題に鑑み、高い酸素透過特

【００１４】

性と強度を兼ね備えた酸素透過構造体及びその作製方法

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面

を提供することを目的としている。

を用いて詳細に説明する。図１は本発明の酸素透過構造

【００１１】

体の構成を示す模式断面図である。図において、酸素透

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため

50

過構造体１は、多孔質基板２と、多孔質基板２上に積層

( 4 )
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5

6

したセリウム酸化物３と、セリウム酸化物３上に積層し

ーゲットとした。この結果得られたターゲットの密度は

た酸素透過薄膜４とより成る。多孔質基板２は、例え

５．６ｇ／ｃｍ

ば、Ａｌ板を陽極化成した多孔質アルミナ基板である。

【００１８】薄膜の作製にはパルスレーザー蒸着装置を

セリウム酸化物３は、例えば組成式ＣｅＯ2 で表される

用いた。装置は成膜室とレーザー発生装置から構成され

セリウム酸化物であり、膜厚は５ｎｍ以上であればよ

る。成膜室には真空ポンプ（ロータリーポンプ、ターボ

い。酸素透過薄膜４は、例えば、膜厚が５μｍ以下のＬ

分子ポンプ）、雰囲気ガス導入部、また、成膜室内には

ＳＧＦ系酸素透過薄膜、すなわち、組成式Ｌａx Ｓｒ

基板加熱用ランプヒーター、真空系（ピラニ真空計、キ

1 ‑ x

Ｇａy Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜

であった。

ャパシタンスマノメータ）、酸素流量コントローラー、

１）で表される酸素透過薄膜であり、また例えば、膜厚
が５μｍ以下のＬＳＣＦ系酸素透過薄膜、すなわち、組

3

ターゲットおよび基板の自転が可能なホルダー等が装備
10

されている。また、成膜室外壁にはレーザー導入用の窓

成式Ｌａx Ｓｒ1 ‑ x Ｃｏy Ｆｅ1 ‑ y Ｏ（ただし、０＜ｘ

や内部観察用の窓が設けられている。レーザー発生装置

＜１、０＜ｙ＜１）で表される酸素透過薄膜である。こ

のレーザー光源には波長２４８ｎｍのＫｒＦエキシマレ

れらの酸素透過薄膜４は、非晶質、あるいは、極めて微

ーザーを用い、いくつかの反射ミラーを用いて成膜室内

細な微結晶粒子から構成されている。

のターゲットに照射する。

【００１５】この酸素透過構造体１を使用するには、酸

【００１９】成膜に際しては、成膜室の真空度が５×１

素透過構造体１を７００℃程度に加熱し、多孔質基板２

０ Ｐａに到達後、薄膜作製を開始した。基板には陽極

側に１ａｔｍの空気を供給し、酸素透過薄膜４側の酸素

酸化法により作製された市販の直径１３ｍｍの多孔質Ａ

分圧を低くして使用する。空気中の酸素のみが酸素透過

ｌ2 Ｏ3 （孔サイズ２０ｎｍ）基板を用いた。ターゲッ

構造体１を通過する。

トと基板との間の距離は３０〜３５ｍｍとし、成膜時の

【００１６】本発明の酸素透過構造体１は、セリウム酸

‑ 5
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基板温度はランプヒーターにより室温〜７００℃とし

化物３によって多孔質基板２と酸素透過薄膜４との間で

た。酸素雰囲気ガス圧は０〜２０Ｐａとした。まず、バ

おこる不可避的な化学反応を抑止できるので、また、酸

ッファ層としてＣｅＯ2 を３分間蒸着後、ＬＳＧＦ薄膜

素透過薄膜４が非晶質、あるいは、極めて微細な微結晶

を成膜した。このとき成膜時間を変化させることでＬＳ

粒子から構成されるので、クラック等が発生せず、高酸

ＧＦ酸素透過薄膜の膜厚を変化させた。

素透過能、高温使用、かつ長寿命が可能になる。

【００２０】上記の固相焼結法で作製したＬＳＧＦター

【００１７】次に、実施例に基づいて本発明をさらに詳

ゲットとそのターゲットを用いて室温にてレーザーパワ

しく説明する。初めに、ＬＳＧＦ系酸素透過薄膜を用い

ー５００ｍＪ、酸素圧１０ＰａにてＬＳＧＦ酸素透過薄

た酸素透過構造体及びその作製方法を説明する。バルク

膜を作製した。図２は、ターゲット及びパルスレーザー

体において高い酸素透過特性が報告されている、

蒸着法により成膜したＬＳＧＦ酸素透過薄膜の粉末Ｘ線

組成式

Ｌａ0 . 7 Ｓｒ0 . 3 Ｇａ0 . 6 Ｆｅ0 . 4 Ｏ3 ‑ z （た

30

回折像を示す図である。図より、ターゲットには主相で

だし、０≦ｚ＜３）

あるＬＳＧＦペロブスカイト型相に加えて、第二相とし

で表されるＬＳＧＦ系酸素透過薄膜を作製した。薄膜作

てＳｒＬａＧａ3 Ｏ7 が存在することが分かった。しか

製に先立ち、ターゲットは固相反応法により作製した。

し、ＬＳＧＦ酸素透過薄膜においては回折ピークは観察

原料粉末にはＬａ2 Ｏ3 （純度９９．９９％）、ＳｒＣ

されず、膜厚が５〜２００ｎｍの範囲において非晶質状

Ｏ3 （純度９９．９％）、Ｇａ2 Ｏ3 （純度９９．９

態であることが確認された。成膜時の基板温度を７００

％）、Ｆｅ2 Ｏ3 （純度９９．９９％）を用いた。これ

℃としてもこの非晶質状態は維持されていた。

らの原料を前述の各組成比になるように秤量した後、ボ

【００２１】図３は、多孔質基板上に積層したセリウム

ールミリングにより混合した。ボールミリングにはステ

酸化物上に、室温で２時間成膜した非晶質状態のＬＳＧ

ンレス製のポットおよびボールを用い、エチルアルコー
ル中にて１時間混合した。混合粉末はエチルアルコール

Ｆ酸素透過薄膜の断面ＳＥＭ像を示す図である。この図
40

より、多孔質基板上に厚さ４μｍの緻密な酸素透過薄膜

を十分に乾燥させた後、ハンドプレスにより６２ＭＰａ

が堆積していることが確認される。膜には結晶粒や凹凸

の加圧を行い２０ｍｍφのペレットに圧粉成形した。ペ

が観察されないことからも、上述のＸ線回折により示さ

レットは３００℃／ｈの昇温速度で１０００℃まで加熱

れた非晶質状態となっていることが示唆される。

し、２時間保持して仮焼を行った。この仮焼粉をアルミ

【００２２】図４は上記のＬＳＧＦ酸素透過薄膜を８０

ナ乳鉢で粗粉砕、３０分手混合した後、焼結助剤として

０℃で熱処理した後の断面ＳＥＭ像を示す図である。図

５ｍａｓｓ％

ＰＶＡ（ポリビニールアルコール）水溶

からわかるように、結晶粒が確認され、この温度におい

液を粉末重量の５ｍａｓｓ％添加し、さらに３０分手混

ては結晶化が進行している様子が伺える。熱処理温度を

合した。それぞれの仮焼粉を成形圧３ｔｏｎで２０ｍｍ

変化させ、結晶化開始温度を調査したところ、結晶化開

φのペレットに圧粉成形した後、３００ＭＰａで冷間静

始温度は７５０℃近傍であることが確認された。また、

水圧プレスを行い、１５００℃、４時間で本焼成してタ

50

この熱処理は、７００〜８００℃／ｍｉｎという極めて

( 5 )
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8

高い昇温速度で行ったが、本発明のＬＳＧＦ酸素透過薄

等である。図７は、Ｌａ0 . 6 Ｓｒ0 . 4 Ｃｏ1 ‑ x Ｆｅx Ｏ

膜は破壊されることが無く、高い耐熱衝撃性を有してい

3 ‑ z

ることが明らかとなった。このことは、高速起動性が要

束密度の経時変化を示す図である。図において、●はセ

求される移動体用燃料電池の改質器として適している。

リウム酸化物バッファ層を用いたの酸素透過構造体、□

【００２３】図５は、酸素透過特性の測定に用いた測定

はセリウム酸化物バッファ層を用いない従来の酸素透過

系の構成を示す図である。透明石英管６の底部にホウ珪

構造体の結果を示す。図から明らかなように、セリウム

酸ガラスリング７を介して穴を有するセラミクス板８を

酸化物バッファ層を用いない場合、酸素透過流束密度は

密封して固定した透過酸素測定部９と、透明石英管６の

時間とともに単調に減少しているが、セリウム酸化物バ

底部に穴を有するセラミクス板８を固定した大気圧印加
部１０とを用意し、この両方のセラミクス板８の間に金

薄膜を用いた本発明の酸素透過構造体の酸素透過流

ッファ層を用いた場合は、その減少の程度は極めて緩や
10

かであることがわかる。

リング１１を介して試料１を固定する。酸素透過薄膜面

【００２６】上記の経時変化測定後の試料をＸ線回折測

は透過酸素測定部９側に向けて固定した。大気圧印加部

定したところ、セリウム酸化物バッファ層を用いていな

１０側から、アルミナ管１２を介して高温の空気を送り

い場合、ＬＳＣＦ薄膜中のＣｏと基板のＡｌ2 Ｏ3 が化

込む。アルミナ管１２の出口の温度を熱電対１３で測定

学反応を起こし、酸素透過を阻害するＣｏＡｌ2 Ｏ4 相

して試料温度とした。Ｈｅガスをアルミナ管１４を介し

を形成していることが確認された。しかし、セリウム酸

て導入し、透過酸素測定部９の酸素分圧が一定圧になる

化物をバッファ層として用いた場合にはそのような相の

ように流量を制御する。導入したＨｅガス流量と同じ流

形成は確認されず、セリウム酸化物バッファ層がＬＳＣ

量のＨｅガスをガスクロマト装置、及び４重極型ガス質

Ｆ薄膜とＡｌ2 Ｏ3 基板との間の化学反応を抑制してい

量分析装置に導入し、単位時間当たりの透過酸素分子数

ることがわかる。

を測定し、酸素透過流速密度ｊ（Ｏ2 ）を求める。各々

20

【００２７】さらに、図示しないが、図に示した試料よ

の酸素分圧における酸素透過流速密度ｊ（Ｏ2 ）を求

りもＣｏの組成比が大きく、よりＣｏＡｌ2 Ｏ4 相を形

め、酸素透過流速密度の酸素分圧勾配依存性を測定す

成しやすい試料においても、また、より高温の条件にお

る。

いても、セリウム酸化物バッファ層を用いた場合には高

【００２４】図６は、ＬＳＧＦ酸素透過薄膜を用いた本

い酸素透過能を維持することを確認した。また、セリウ

発明の酸素透過構造体の酸素透過流速密度の酸素分圧勾

ム酸化物バッファ層を用いない場合、ＣｏＡｌ2 Ｏ4 相

配依存性を示す図である。図において、▲（黒三角）、

の形成とともに基板が劣化し９００℃以上で割れる傾向

■（黒四角）、●（黒丸）及び×はそれぞれ、測定時の

を示したが、セリウム酸化物バッファ層の適用により、

酸素透過構造体の温度、７５０℃、８００℃、８５０

９００〜１０００℃の高温においても基板が十分な機械

℃、９００℃を示す。図７から明らかなように、本発明

的強度を有し、割れないことを確認した。

のＬＳＧＦ酸素透過構造体は、７５０℃以上の高温にお

30

【００２８】

いて、ほぼ酸素分圧勾配によらずに、高い酸素透過流束

【発明の効果】上記説明から理解されるように、本発明

密度を有することがわかる。７５０℃の測定後におい

によれば、セリウム酸化物バッファ層が基板と酸素透過

て、本発明のＬＳＧＦ酸素透過薄膜は、上述したよう

薄膜との間の不可避的反応を抑止するから、また、セリ

に、非晶質状態もしくは微細結晶状態が保持された。８

ウム酸化物バッファ層上の酸素透過膜が非晶質、または

００℃以上の測定後においては、結晶化が生じていた。

微細な結晶粒からなるから、クラック等が発生しにく

酸素透過流束密度は、７５０℃において、３．６×１０

く、従って、酸素透過膜を薄くすることができ、その結

‑ 7

と高い値を示し、薄膜の欠陥（ピ

果、高い酸素透過特性と強度を兼ね備えた酸素透過構造

ンホールやクラック）に起因する空気の洩れによる酸素

体を提供することができることになる。従って、本発明

ｍｏｌ・ｃｍ

‑ 2

ｓ

‑ 1

透過率は、Ｈｅガス流量に対して０．２３％程度であっ
た。測定温度を８００℃以上とすることによりさらに高

を燃料電池を使用した移動体等に用いれば、極めて有用
40

である。

い酸素透過流束密度が得られているものの、結晶化に際

【図面の簡単な説明】

して薄膜に多量のクラックが導入されたため、洩れに起

【図１】本発明の酸素透過構造体の構成を示す模式断面

因する酸素透過は０．３１％まで増加した。このことか

図である。

ら、薄膜が非晶質状態もしくは微細結晶状態のとき、比

【図２】ターゲット及びパルスレーザー蒸着法により成

較的高い耐リーク性能と酸素透過流束密度が両立される

膜したＬＳＧＦ酸素透過薄膜の粉末Ｘ線回折像を示す図

ことがわかる。

である。

【００２５】次に、本発明の他の実施の形態であるＬＳ

【図３】多孔質基板上に積層したセリウム酸化物上に、

ＣＦ系酸素透過薄膜を用いた酸素透過構造体及びその作

室温で２時間成膜した非晶質状態のＬＳＧＦ酸素透過薄

製方法を説明する。作製方法及び測定方法は、上記ＬＳ

膜の断面ＳＥＭ像を示す図である。

ＧＦ系酸素透過薄膜を用いた酸素透過構造体の場合と同

50

【図４】ＬＳＧＦ酸素透過薄膜を８００℃で熱処理した
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10

後の断面ＳＥＭ像を示す図である。

１

酸素透過構造体

【図５】酸素透過特性の測定に用いた測定系の構成を示

２

多孔質基板

す図である。

３

酸化セリウム

【図６】ＬＳＧＦ酸素透過薄膜を用いた本発明の酸素透

４

酸素透過薄膜

過構造体の酸素透過流速密度の酸素分圧勾配依存性を示

６

透明石英管

す図である。

７

ホウ珪酸ガラスリング

【図７】Ｌａ0 . 6 Ｓｒ0 . 4 Ｃｏ1 ‑ x Ｆｅx Ｏ3 ‑ z 薄膜を

８

セラミックス板

用いた本発明の酸素透過構造体の酸素透過流束密度の経

９

透過酸素測定部

１０

大気圧印加部

１１

金リング

【図９】酸素イオン・電子混合導電体の電子伝導度及び

１２

アルミナ管

イオン伝導度の酸素分圧勾配依存性を示す図である。

１３

熱電対

【符号の説明】

１４

アルミナ管

時変化を示す図である。
【図８】部分酸化法を説明する概念図である。
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【図１】

【図２】

【図５】
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【図３】

【図８】

【図９】

( 8 )
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【図４】

【図６】

【図７】
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