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Research and development (R&D) activities on “intermediate temperature solid conductors” at 
AIST–Kansai in FY2004 are reviewed.  Long-term stability of electrical conductivity and crystal 
structure was investigated for ZrO2-based electrolyte material, (ZrO2)0.96(Sc2O3)0.04 (4ScSZ), 
(ZrO2)0.92(Sc2O3)0.08 (8ScSZ), and (ZrO2)0.89(Sc2O3)0.11 (11ScSZ) as well as LaGaO3-based ones, 
(La0.9Sr0.1)GaO3-δ (LSG91) and (La0.8Sr0.2)(Ga0.8Mg0.2)O3-δ (LSGM8282).  “Charge carrier map” for 
CeO2-based electrolyte, (Ce0.8Gd0.2)O2-δ(GDC) has been investigated.  The guideline of developing 
electrolyte materials with higher reliability was issued.  Dense ceramics of LaScO3-based 
perovskite proton conductors could be obtained by mixing sub-micron and micron order particles. 

 
1. 緒言 
固体酸化物形燃料電池（SOFC）の早期導入及び用途拡大のため、電池を構成するコンポーネント材

料の更なる信頼性向上及び高性能化が必要とされている。この様な状況の中、独立行政法人産業技術総

合研究所－関西センター ユビキタスエネルギー研究部門（旧生活環境系特別研究体）では、平成 14
年度から経済産業省受託研究として「電解質材料の信頼性向上に関する研究」を実施している。本講演

では、当該受託研究の成果を中心に、平成 16年度に当グループで実施した研究開発の概要を報告する。 
 
2. 導電特性及び結晶構造の経時変化の研究 
 SOFCのキーコンポーネントの一つである電解質材料は、電池運転条件下において、準安定相から安
定相への相変化等により導電特性が時間とともに変化し、その結果、発電特性の変化を引き起こす場合

がある。我々は、高い信頼性を持つSOFCの開発に資するため、ジルコニア系、セリア系、ランタンガ
レート系等の電解質材料について、導電特性及び結晶構造の経時変化について検討を行い、導電特性劣

化機構の解明を進めている。具体的には、種々の雰囲気下における導電率の経時変化測定、リートベル

ト法によるＸ線結晶構造解析、並びにラマン分光法及びXAFS分光法による微細構造解析を行い、結晶
構造とイオン導電性の相関を詳細に検討している。今年度は、ホタル石型構造を持つ３種類のスカンジ

ア安定化ジルコニア系電解質材料－(ZrO2)0.96(Sc2O3)0.04（以下 4ScSZ）、(ZrO2)0.92(Sc2O3)0.08（以下

8ScSZ）及び(ZrO2)0.89(Sc2O3)0.11（以下 11ScSZ）－、並びにペロブスカイト型構造を持つ２種類のラン
タンガレート系電解質材料－(La0.9Sr0.1)GaO3-δ（以下LSG91）及び (La0.8Sr0.2)(Ga0.8Mg0.2)O3-δ（以下

LSGM8282）－の空気中、1000℃における導電特性及び結晶構造の経時変化を中心に検討した。 
スカンジア安定化ジルコニア系電解質材料は、ジルコニアをベースとする酸化物イオン導電体の中で

最も高い導電率を示すものの一つであり、低温作動型 SOFCへの適用が検討されている。しかし、この
系はイットリア安定化ジルコニア系と比較した場合、組成、焼成温度、保持温度などの違いにより結晶

構造が大きく変化し、それに伴い酸化物イオン導電率も変化するため、燃料電池をはじめとする電気化

学デバイスに適用する際には注意が必要である。Fig. 1 に、ジルコニア系電解質材料（4ScSZ、8ScSZ
及び 11ScSZ）緻密焼結体の、空気雰囲気中、1000℃での全導電率の経時変化を示す。測定に用いた焼



結体試料は、第一稀元素化学工業（株）製粉末を 196MPa
で静水圧プレスした後、通常の電気炉を用いて、空気中、

1450℃で２時間焼成して得たもので、相対密度（＝嵩密度
／Ｘ線密度）はいずれも 98%以上であった。1000 時間保
持により、4ScSZでは 0.119から 0.088S/cmまで 26.1％、
8ScSZ は 0.344 から 0.196S/sm まで 43.0％導電率の低下
が見られた。11ScSZ では導電率の低下は見出されなかっ
た。高温Ｘ線回折（XRD）測定データのリートベルト解析
による構造の精密化、及び室温でのラマン分光測定の結果、

以下のことが明らかになった。4ScSZに関しては、保持前、
保持後の試料とも、室温～900℃の温度範囲で正方晶と単
斜晶の混合相であったが、保持後は単斜晶の割合が増加す

ることが分かった。8ScSZに関しては、保持前の試料につ
いて、25～400℃の温度範囲では菱面体晶と正方晶の混合
相、500～800℃の温度範囲では正方相、900℃では立方相
であった。一方、保持後の試料については、室温～900℃
の温度範囲で正方相であった。8ScSZでは、1000℃保持に
より、立方相から正方相に結晶構造が変化し、その結果、

導電率が低下したと推定される。11ScSZ に関しては、保
持前、保持後の試料とも、25～500℃の温度範囲で菱面体晶と
単一相であった。11ScSZ で経時変化が見出されなかったのは
考えられる。 
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ランタンガレート系緻密焼結体試料（ LSG91、
LSGM8282）は、La2O3（4N）、SrCO3（5N）、Ga2O3

（99.995%）及びMgO（4N）を出発原料とし、固相反応法
により得た。相対密度は 96％以上であった。1000 時間保
持により、LSG91 では 0.109 から 0.102S/cmまで 6.4％、
LSGM8282 では 0.468 から 0.385S/cmまで 17.7％、導電
率の低下が見出された。室温でのXRD測定の結果、LSG91、
LSGM8282とも、1000時間保持後にLaSrGa3O7相などが

第２相として生成しており、導電率の低下は第２相の生成

によると考えられる。 
3. 電荷担体マップの研究 
 SOFCを構成するコンポーネント材料は、一般に材料が
置かれた温度及び雰囲気によって、導電を支配する電荷担

体（酸化物イオン、水素イオン、正孔及び電子）が変化す

ることが知られている。このことは、電池の運転条件によ

って、電解質材料ではイオン輸率が（また、電極材料では

イオン輸率の変化に伴い、電極反応機構が）変化し、その

結果、電池の発電特性が変化することを意味する。よって、

高い信頼性を持つ SOFCを開発するためには、コンポーネ
ント材料について、実際の電池運転条件下で、どの電荷担

体がどの程度の割合で導電に関与するかを明らかにするこ

とは極めて重要である。 
Fig. 1 Time dependence of total
electrical conductivity at 1000°C in
air   for ZrO2-based oxides,
(ZrO2)0.96(Sc2O3)0.04 (4ScSZ),
(ZrO2)0.92(Sc2O3)0.08 (8ScSZ), and
(ZrO2)0.89(Sc2O3)0.11 (11ScSZ). 
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Fig. 2 “Charge carrier map” for
(Ce0.8Gd0.2)O2-δ (GDC) as functions
of oxygen partial pressure, P(O2),
hydrogen partial pressure, P(H2),
and temperature ( ● : an anode
condition, P(H2) = 10-2atm, P(H2O) =
0.04atm, 700°C). 



今年度は、ホタル石型構造を持つセリア系電解質GDCについて、「電荷担体マップ」を作成した。種々
の酸素分圧、水蒸気分圧及び重水蒸気分圧下、300～1000℃の温度範囲で交流四端子法を用いた全導電
率測定及び起電力法を用いた輸率測定を実施し、これらデータを欠陥平衡モデルに基づき解析し、各温

度において導電を支配する電荷担体を酸素分圧及び水素分圧の関数として図示することを試みた。1, 2)

Fig. 2に 600～1000℃の温度領域におけるGDCの「電荷担体マップ」を示す。図中の水平線は、各温
度で酸化物イオン導電率及び電子導電率が等しくなる（酸化物イオン輸率＝電子輸率＝0.5 となる）境
界を示す。点線の斜線は 700℃における水蒸気の平衡線を示す。この図から、GDCの導電特性として、
高酸素分圧下では酸化物イオンが、低酸素分圧下では電子が導電を支配することが分かる。プロトン導

電性は見出されなかった。温度上昇とともに酸化物イオン伝導領域が高酸素分圧側にシフトすることが

分かる。黒丸で示された、700℃のアノード条件下（水素分圧、P(H2) = 10-2atm、水蒸気分圧、P(H2O) 
= 0.04atm）では、酸化物イオン及び電子が約 50％ずつ導電に関与することが分かる。GDCの「電荷担
体マップ」は(Ce0.8Sm0.2)O2-δ（SDC）のそれ2)とほぼ同じ伝導領域の分布を示すことが分かった。 
 
4. 高信頼性電解質材料の開発指針 
平成 14年度から本年度（平成 16年度）にかけて検討したジルコニア系、セリア系及びランタンガレ
ート系電解質材料の導電特性・結晶構造の経時変化、並びに電荷担体マップのデータに基づき、これら

材料を SOFCに適用する場合には以下の点に注意が必要と考えられる。 
① ジルコニア系：母格子のジルコニア（ZrO2）にイットリア（Y2O3）、スカンジア（Sc2O3）などの

安定化剤を添加し、電荷補償の形で酸素空孔を生成すると同時に、高温相を低温まで安定化して

いるという特徴を持つ。広い酸素分圧にわたり純粋な酸化物イオン導電性を示すものの、SOFC
運転条件下では準安定相から安定相に向かって結晶構造が経時変化し、それに伴い導電率も変化

する。安定化剤の種類と量を選ぶこと、材料のプロセッシングを工夫する（例：通電焼結法を使

用する）こと、あるいは使用温度を下げることで、経時変化を速度論的に抑制することが可能で

ある。 
② セリア系：母格子のセリア（CeO2）にサマリア（Sm2O3）などを添加し、電荷補償の形で酸素空

孔を生成している。一定の酸素分圧下では結晶構造及び導電率の経時変化は非常に少ないが、還

元雰囲気下では母格子中のセリウムが還元され、格子の膨張を引き起こすとともに電子導電性が

生じる。各材料のSOFCへの適用条件の検討に際しては、電荷担体マップが有用である。 
③ ランタンガレート系：母格子のランタンガレート（LaGaO3）にストロンチウム（Sr）、マグネシ
ウム（Mg）などを添加し、電荷補償の形で酸素空孔を生成すると同時に、高温相を安定化してい
る。高酸素分圧下では僅かなホール導電性が、低酸素分圧下では僅かな電子導電性が生じる。空

気中、1000℃の条件下では、第２相の生成を伴い導電率が徐々に低下する。添加剤の種類及び量
を選ぶこと、あるいは使用温度を下げることで経時変化を速度論的に抑制することが可能と考え

られる。 
上記知見を踏まえ、SOFC 用高信頼性電解質材料を開発するに当たっては、①可動イオン（酸化物イ
オン又はプロトン）の移動に適した伝導経路を持つ、高い対称性を持つ結晶構造を設計（又は選択）し、

②酸化及び還元雰囲気下で原子価の変わらない元素を選んで母格子を組み、③母格子に合わせて最適な

添加剤の種類及び添加量を決め、室温から電池作動温度の間で相変化を起こさない（あるいは相変化を

速度論的に制御した）材料を作製することが肝要と言える。 
 

５．ランタンスカンデート系ペロブスカイト型化合物の緻密焼結体作製法 

 SOFCに用いる電解質材料には、相対密度（Ｘ線密度に対する嵩密度）95％以上の緻密焼結体が必要

である。ランタンスカンデート（LaScO3）系ペロブスカイト型化合物はバリウムセレート（BaCeO3）



系、ストロンチウムセレート（SrCeO3）系などに匹敵する高

いプロトン導電率を示し（Fig. 3 参照、(La0.8Sr0.2)ScO3-δ

（LSS82）のσH+ = 6.0×10-3 S/cm（@600℃））、CO2に対し

ても高い安定性を持つが、難焼結性であり、通常の電気炉を

用いた作製法では、従来、相対密度 80％程度の焼結体しか得

られていなかった。3,4)今回、サブミクロン及びミクロンオー

ダーの粒子を混合して焼結することにより、相対密度 98％以

上の緻密焼結体を得ることに成功した。１例として、Fig. 4

にLSS82の焼結温度と密度（及び相対密度）との関係を示す。

混合粉末を用いた場合、空気中、1600℃、10 時間焼結によ

り、相対密度 98.2％の緻密焼結体を得ることができた。 
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６. まとめ 
 SOFCを構成する電解質材料の信頼性向上に資するため、
平成 16 年度に実施した「導電特性及び結晶構造の経時変化
の研究」及び「電荷担体マップの研究」を中心に報告した。

これまでに得られた知見を踏まえ、ジルコニア系、セリア系

及びランタンガレート系電解質材料を SOFC に適用する際
の留意点、並びに高信頼性電解質材料を開発する際の指針を

示した。また、ランタンスカンデート系プロトン導電体の緻

密焼結体作製法について述べた。 
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