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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気化学セルを製造するための方法であって、
　遷移金属元素を含むペロブスカイト型金属酸化物と貴金属粒子または貴金属合金粒子と
を少なくとも含むアノード層ペーストまたはカソード層ペーストを調製する工程、
　当該アノード層ペーストまたはカソード層ペーストをプロトン伝導性固体電解質層に塗
布する工程、および、
　酸化性雰囲気下、１０００℃未満で焼成する工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　上記貴金属粒子または貴金属合金粒子として、平均粒子径が３００ｎｍ以下のものを用
いる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上記貴金属粒子がＡｇ粒子であり、上記貴金属合金粒子がＡｇ合金粒子である請求項１
または２に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロトン伝導性固体電解質層と電極層との層間密着性に優れる電気化学セル
と、当該電気化学セルを良好に製造できる方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、資源枯渇や地球温暖化を防止する技術が求められている。特に電力分野において
は、温暖化ガスの一つである二酸化炭素の排出を抑制し、化石資源に頼らない再生可能エ
ネルギーの開発が進んでいる。再生可能エネルギーは、太陽光、太陽熱、水力、風力、地
熱、バイオマスなど、自然から定常的または反復的に補充される再生可能エネルギー源か
ら得られるエネルギーであり、例えば、バイオマスから水素を製造し、燃料電池を使って
水素と空気から発電することにより得られる電力が挙げられる。
【０００３】
　最近、水素を製造するための有力な技術として、水蒸気電解の研究が広く進められてい
る。水蒸気電解は、Ｈ2Ｏを電気分解して水素と酸素を得る際に、液体である水ではなく
気体の水蒸気を用いるものであり、高温で作動させることができるため電解に必要な電圧
が小さく、エネルギー効率が高いという特徴を有する。
【０００４】
　従来、水蒸気電解では、電解質として酸素イオン伝導性のものが専ら用いられていた。
例えば特許文献１には、固体電解質として、酸素イオン伝導性であるイットリア安定化ジ
ルコニアを用いた水蒸気電解技術が開示されている。
【０００５】
　しかし、酸素イオン伝導性固体電解質を用いて水蒸気電解を行う場合、アノードおよび
カソードで起こる電極反応はそれぞれ以下のとおりである。
　　アノード：　２Ｏ2-　→　Ｏ2　＋　４ｅ-

　　カソード：　２Ｈ2Ｏ　＋　４ｅ-　→　２Ｈ2　＋　２Ｏ2-

　上記式のとおり、この場合には、水素はカソード側で発生し、共存する水蒸気と分離す
る工程が別途必要になるという問題がある。
【０００６】
　かかる問題を解決できる技術としては、例えば特許文献２のように、プロトン伝導性の
電解質を用いて水蒸気電解する技術が開発されている。当該技術においてアノードおよび
カソードで起こる電極反応はそれぞれ以下のとおりである。
　　アノード：　２Ｈ2Ｏ　→　Ｏ2　＋　４Ｈ+　＋　４ｅ-

　　カソード：　４Ｈ+　＋　４ｅ-　→　２Ｈ2

　上記式のとおり、この場合には、酸素イオン伝導性電解質を用いた場合と同様に水素は
カソード側で発生するものの、水蒸気はアノード側に導入されるため、水素を水蒸気から
分離する必要がないという利点がある。
【０００７】
　また、水素と酸素などから発電する燃料電池は、発電時の副生成物が水のみでＣＯxを
排出しないことから、クリーンなエネルギー源として注目されている。よって、例えば、
上記で得られた水素源をもとに燃料電池を使って発電することにより、ＣＯxの排出を伴
うことなく電気エネルギーを得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１５０１２２号公報
【特許文献２】特開２００９－２０９４４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したように、クリーンエネルギー技術として、水蒸気電解や燃料電池が知られてい
る。これら両技術は、電解質層の両面にアノード層とカソード層を有する電気化学セルを
用い、また、運転時の温度は数百度に達する点で共通する。よって、オン－オフによる温
度変化などにより、電解質膜と電極層との間で剥離が生じる場合がある。特に燃料電池で
は、所望の電圧を得るために上記の単セルが直列に積層されており、一つでも単セルに剥
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離などの不良が生じると、全体の電圧が極端に低下してしまう。
【００１０】
　電解質膜と電極層とを接合させるためには、一般的に、電解質膜上に電極層ペーストを
塗布した後、１０００℃超といった高温での焼成が行われる。一方、１０００℃以下での
焼成では、使用し得る電極材料は増えるものの、電解質層－電極層間の密着性が低下する
という問題が生じる。水蒸気電解や燃料電池で使われる電解質には、上記のとおり酸素イ
オン伝導性のものとプロトン伝導性のものがあるが、特にプロトン伝導性電解質を用いる
場合には電解質層－電極層間の密着性がより低い傾向にある。
【００１１】
　そこで本発明は、比較的低い温度で焼成したものであっても電解質層－電極層間の密着
性に優れる電気化学セルと、かかる電気化学セルを効率的に良好に製造できる方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた。その結果、電極層の構成
成分としてペロブスカイト型金属酸化物を用い、さらに貴金属粒子または貴金属合金粒子
を配合することにより、比較的低い温度で焼成しても電解質層－電極層間で高い密着性が
得られることを見出して、本発明を完成した。
【００１３】
　本発明に係る電気化学セルは、
　アノード層とカソード層を有し、当該アノード層と当該カソード層との間にプロトン伝
導性固体電解質層を有し、
　当該アノード層または当該カソード層の少なくとも一方は、遷移金属元素を含むペロブ
スカイト型金属酸化物に加えて貴金属粒子または貴金属合金粒子を含むことを特徴とする
。
【００１４】
　上記電気化学セルとしては、上記貴金属粒子がＡｇ粒子であるもの、または、上記貴金
属合金粒子がＡｇ合金粒子であるものが好ましい。
【００１５】
　また、本発明に係る電気化学セルの製造方法は、
　遷移金属元素を含むペロブスカイト型金属酸化物と貴金属粒子または貴金属合金粒子と
を少なくとも含むアノード層ペーストまたはカソード層ペーストを調製する工程、
　当該アノード層ペーストまたはカソード層ペーストをプロトン伝導性固体電解質層に塗
布する工程、および、
　酸化性雰囲気下、１０００℃未満で焼成する工程を含むことを特徴とする。
【００１６】
　上記の本発明に係る製造方法においては、上記貴金属粒子または貴金属合金粒子として
、平均粒子径が３００ｎｍ以下のものを用いることが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る電気化学セルは、比較的低い温度で焼成しても、電解質膜－電極層間にお
ける密着性は高い。よって、運転時における電解質膜－電極層間の剥離が抑制されるため
、高い電解性能や発電性能が得られる。また、本発明方法によれば、かかる高品質の電気
化学セルを良好に製造することができる。よって本発明は、いわゆるクリーンエネルギー
の有効利用を促進できるものとして、産業上非常に優れている。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、先ず、本発明に係る電気化学セルの製造方法につき説明する。
【００１９】
　１．　プロトン伝導性固体電解質層
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　電気化学セルには、主に電解質支持型セルと電極支持型セルがある。電解質支持型セル
の場合、一般的に、電解質層、アノード層、カソード層の中では、電解質層の焼成温度が
最も高いことから、先ず、電解質層を準備する。電極支持型セルの場合には、支持層とな
る電極層の上に電解質層を形成する。
【００２０】
　本発明で用いることができる固体電解質の材料としては、プロトン伝導性を示す金属酸
化物を挙げることができ、かかるプロトン伝導性金属酸化物としては、例えば、ＡＢＯ3

型の構造を有するペロブスカイト型酸化物やＡ2Ｂ2Ｏ7型の構造を有するパイロクロア型
酸化物、セリア－希土類酸化物固溶体あるいはセリア－アルカリ土類金属酸化物固溶体、
ブラウンミラライト型構造を有する金属酸化物などを挙げることができる。好ましくは、
ＡＢＯ3型の構造を有するペロブスカイト型金属酸化物であって、Ａ成分がアルカリ土類
金属、Ｂ成分が周期律表の第４族～第１４族に属する３価あるいは４価の遷移金属で構成
されたペロブスカイト型金属酸化物、さらには、当該ペロブスカイト酸化物のＡ成分およ
び／またはＢ成分の一部をＬａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｇｄ、Ｙｂ、Ｓｃ、Ｙ、Ｉｎ、Ｇａ
、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｚｎ、Ｔａ、Ｎｂから選択される少なくとも１以上の元素に置換し
たペロブスカイト型金属酸化物を用いることができる。具体的には、Ｓｒ－Ｚｒ－Ｙ系、
Ｓｒ－Ｚｒ－Ｃｅ－Ｙ系、Ｂａ－Ｚｒ－Ｙ系、Ｂａ－Ｚｒ－Ｃｅ－Ｙ系、Ｃａ－Ｚｒ－Ｉ
ｎ系、Ｌａ－Ｓｃ系、Ｓｒ－Ｃｅ－Ｙｂ系、Ｂａ－Ｃｅ－Ｙ系のペロブスカイト型金属酸
化物などが挙げられる。
【００２１】
　プロトン伝導性固体電解質層の厚さは特に制限されず、セル形状などに応じて適宜設定
すればよい。例えば、電解質支持型セルの場合では５０μｍ以上、５００μｍ以下とする
ことが好ましい。当該厚さが５０μｍ未満であると、十分な強度が得られない可能性があ
り得る。一方、当該厚さが５００μｍを超えると、プロトン伝導性に支障が生じるおそれ
があり得る。電極支持型セルの場合では、当該厚さは１μｍ以上、５０μｍ以下とするこ
とが好ましい。当該厚さが１μｍ未満であると、スクリーンプリントなどの工業的プロセ
スでプロトン伝導性固体電解質層を形成することが難しくなり得る。一方、当該厚さが５
０μｍを超えると、プロトン伝導性に支障が生じるおそれがあり得る。
【００２２】
　プロトン伝導性固体電解質層の作製方法は、例えば、以下の方法が挙げられる。プロト
ン伝導性金属酸化物に、エタノールなどの有機溶媒、分散剤、可塑剤およびバインダーな
どを加え、ボールミルなどで湿式粉砕混合し、スラリーとした後、ドクターブレード法な
どでグリーンシートとする。次いで焼成することにより、プロトン伝導性固体電解質層と
することができる。電極支持型セルの場合には、支持層となる電極層の上に上記スラリー
を塗布し、次いで焼成することにより、支持電極層の上にプロトン伝導性固体電解質層と
する。
【００２３】
　２．　水蒸気電解用アノード層または燃料電池用カソード層の形成
　本発明の電気化学セルが電解質支持型セルである場合には、プロトン伝導性固体電解質
層にアノード層ペーストとカソード層ペーストを塗布した後に焼成することにより作製す
る。アノード層とカソード層は、各ペーストをプロトン伝導性固体電解質層に塗布した後
に同時に焼成して形成してもよい。しかし、アノード層とカソード層の焼成温度が同様で
あるとは限らないため、一般的には、焼成温度がより高い電極層を先に形成した後に、他
方の電極層を形成することが好ましい。
【００２４】
　本発明の電気化学セルが電極支持型セルである場合には、支持層となる電極層の上に電
解質層を形成し、さらに当該電解質層の上に他方の電極層を形成する。この場合、一般的
には、水蒸気電解用アノード層および燃料電池用カソード層よりも水蒸気電解用カソード
層および燃料電池用アノード層の方が焼成温度が高いため、水蒸気電解用カソード層また
は燃料電池用アノード層を支持電極層とし、その上に電解質層を形成し、さらに当該電解
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質層の上に水蒸気電解用アノード層および燃料電池用カソード層を形成する。
【００２５】
　本発明に係る電気化学セルを水蒸気電解に用いる場合には、アノード層は、２Ｈ2Ｏ　
→　Ｏ2　＋　４Ｈ+　＋　４ｅ-の反応を促進する触媒作用を示すと共に、電子伝導性を
有する必要がある。このような材料としては、上記反応を促進する触媒成分である遷移金
属元素を含むペロブスカイト型金属酸化物を用いることができ、具体的には、Ａサイトが
ＳｒとＬａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍなどで、ＢサイトがＣｏ、Ｎｉ、Ｆｅを含むペロブスカイ
ト型金属酸化物で、具体的には、Ｓｍ－Ｓｒ－Ｃｏ系、Ｌａ－Ｓｒ－Ｃｏ系、Ｐｒ－Ｓｒ
－Ｃｏ系、Ｎｄ－Ｓｒ－Ｃｏ系、Ｅｕ－Ｓｒ－Ｃｏ系などのペロブスカイト型金属酸化物
が挙げられる。これらを単独で用いることもできるし、或いは上記プロトン伝導性酸化物
等を加えた電極も用いることができる。
【００２６】
　水蒸気電解用電気化学セルのアノード層は、燃料電池用電気化学セルのカソード層に対
応する。燃料電池用電気化学セルのカソード層は、Ｏ2　＋　４Ｈ+　＋　４ｅ-　→　２
Ｈ2Ｏの反応の場となる。当該カソードの構成成分としては、例えば、（Ｌａ，Ｓｒ）（
Ｆｅ，Ｃｏ）Ｏ3、（Ｐｒ，Ｓｒ）（Ｆｅ，Ｃｏ）Ｏ3、（Ｌａ，Ｓｒ）ＭｎＯ3、（Ｌａ
，Ｃａ）ＭｎＯ3、（Ｌａ，Ｓｒ）（Ｃｏ）Ｏ3、（Ｌａ，Ｓｒ）（Ｆｅ）Ｏ3、（Ｓｍ,Ｓ
ｒ）（Ｃｏ）Ｏ3、（Ｂａ，Ｓｒ）（Ｃｏ，Ｆｅ）Ｏ3などのペロブスカイト型金属酸化物
を挙げることができる。
【００２７】
　水蒸気電解用アノード層および燃料電池用カソード層の厚さは特に限定されず、セル形
状などに応じて適宜決定すればよい。例えば、電解質支持型セルと電極支持型セルのいず
れにおいても５μｍ以上、１００μｍ以下の範囲内とすることが好ましい。
【００２８】
　水蒸気電解用アノード層および燃料電池用カソード層は、常法により形成することがで
きる。例えば、プロトン伝導性固体電解質層の場合と同様に上記構成成分のペーストを調
製した後に、上記プロトン伝導性固体電解質層上に所望の膜厚が得られるよう塗布した後
、焼成すればよい。当該電極層を支持層とする電極支持型セルの場合には、支持体として
の役割も有する当該電極層を形成した後、その上にプロトン伝導性固体電解質層を形成し
、さらに当該電解質層の上に他方の電極層を形成すればよい。また、この場合には、当該
電極層の下（電解質層の反対側）に多孔質のサポート層を形成してもよい。
【００２９】
　３．　水蒸気電解用カソード層または燃料電池用アノード層の形成
　本発明に係る電気化学セルを水蒸気電解に用いる場合には、カソード層は、４Ｈ+　＋
　４ｅ-　→　２Ｈ2の反応を促進する触媒作用を示すと共に、電子伝導性を有する必要が
ある。このような材料としては、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅなどを挙げることができ
る。これらを単独で用いることもできるし、或いは上記電極触媒にプロトン伝導性金属酸
化物を加えた電極も用いることができる。
【００３０】
　水蒸気電解用電気化学セルのカソード層は、燃料電池用電気化学セルのアノード層に対
応する。燃料電池用電気化学セルのアノード層は、Ｈ2　→　２Ｈ+　＋　２ｅ-の反応の
場となる。この場合、電子伝導性成分を単独で用いることができ、或いは電子伝導性成分
とプロトン伝導性酸化物の混合系を用いることができる。
【００３１】
　電子伝導性成分は、ニッケル、コバルト、鉄、白金、パラジウム、ルテニウム等の金属
；酸化ニッケル、酸化コバルト、酸化鉄のように還元性雰囲気で電子伝導性金属に変化す
る金属酸化物；或いはこれらの酸化物を２種以上含有するニッケルフェライトやコバルト
フェライトのような複合金属酸化物が挙げられる。これらは単独で使用し得るほか、必要
により２種以上を適宜組み合わせて使用できる。これらの中でも、金属ニッケル、金属コ
バルト、金属鉄またはこれらの酸化物が好ましい。
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【００３２】
　プロトン伝導性金属酸化物としては、Ａ成分がアルカリ土類金属、Ｂ成分が周期律表の
第４族～第１４族に属する３価あるいは４価の遷移金属で構成されたペロブスカイト型金
属酸化物、当該ペロブスカイト型金属酸化物のＡ成分および／またはＢ成分の一部をＬａ
、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｇｄ、Ｙｂ、Ｓｃ、Ｙ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｚｎ、Ｔ
ａ、Ｎｂから選択される少なくとも１以上の元素に置換したペロブスカイト型金属酸化物
を用いることができる。
【００３３】
　水蒸気電解用カソード層および燃料電池用アノード層の厚さは特に限定されず、セル形
状などに応じて適宜決定すればよいが、例えば、電解質支持型セルの場合では５μｍ以上
、１００μｍ以下とすることが好ましい。当該電極層を支持層とする電極支持型セルの場
合では、当該厚さは１００μｍ以上、２０００μｍ以下とすることが好ましい。下限と上
限の規定理由は、電解質支持型セルの場合と同様である。
【００３４】
　水蒸気電解用カソード層および燃料電池用アノード層は、常法により形成することがで
きる。例えば、プロトン伝導性固体電解質層の場合と同様に上記構成成分のペーストを調
製した後に、上記プロトン伝導性固体電解質層上に所望の膜厚が得られるよう塗布した後
、焼成すればよい。当該電極層を支持層とする電極支持型セルの場合には、支持体として
の役割も有する当該電極層を形成した後、その上にプロトン伝導性固体電解質層を形成し
、さらに当該電解質層の上に他方の電極層を形成すればよい。また、この場合には、当該
電極層の下（電解質層の反対側）に多孔質のサポート層を形成してもよい。
【００３５】
　本発明においては、アノード層またはカソード層の少なくとも一方の構成成分として各
触媒作用を示す遷移金属元素を含むペロブスカイト型金属酸化物に加えて貴金属粒子また
は貴金属合金粒子を配合することにより、当該電極層とプロトン伝導性固体電解質層との
間の密着性を高める。
【００３６】
　一般的に、ペロブスカイト型金属酸化物を主成分とする電極と固体電解質層との密着性
は低く、電気化学セルの使用時などに剥離してしまう可能性がある。それに対して本発明
では、密着性が問題となるアノード層またはカソード層の少なくとも一方の主要な構成成
分として遷移金属元素を含むペロブスカイト型金属酸化物を用い、且つ、当該アノード層
またはカソード層にはさらに貴金属粒子または貴金属合金粒子を添加することにより、上
記密着性の改善を図っている。
【００３７】
　上記貴金属粒子としては、Ａｇ粒子を挙げることができる。また、上記貴金属合金粒子
としては、Ａｇ－Ｚｎ合金、Ａｇ－Ｉｎ合金、Ａｇ－Ａｕ合金、Ａｇ－Ｐｄ合金、Ａｇ－
Ｓｎ合金などのＡｇ合金を挙げることができる。
【００３８】
　なお、本発明では、便宜上「貴金属粒子または貴金属合金粒子」と規定しているが、２
以上の貴金属粒子または貴金属合金粒子を用いてもよく、また、貴金属粒子と貴金属合金
粒子を併用してもよいものとする。
【００３９】
　原料として使用する貴金属粒子または貴金属合金粒子は、微細であるほど電極層全体に
高分散できるため、電極触媒同士、電極層－電解質層の密着性が向上すると考えられる。
原料として用いる貴金属粒子または貴金属合金粒子の平均一次粒子径としては、好ましく
は３００ｎｍ以下、より好ましくは５０ｎｍ以下である。当該平均一次粒子径は、例えば
、透過型電子顕微鏡や電界放出形走査型電子顕微鏡など装置を用いて測定することができ
る。
【００４０】
　貴金属粒子または貴金属合金粒子の使用量は特に制限されず適宜調整すればよいが、例
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えば、貴金属粒子または貴金属合金粒子を添加する電極全体に対する質量割合で、２．０
質量％以上、２５質量％以下とすることが好ましい。当該割合が２．０質量％以上であれ
ば、貴金属粒子または貴金属合金粒子による層間密着性の向上効果をより確実に発揮せし
めることができる。一方、当該割合が大き過ぎると電極の気孔率が過剰に低下するおそれ
があり得るので、当該割合としては２５質量％以下が好ましい。
【００４１】
　本発明では、遷移金属元素を含むペロブスカイト型金属酸化物と貴金属粒子または貴金
属合金粒子とを少なくとも含む電極ペーストをプロトン伝導性固体電解質層に塗布した後
、焼成する。
　本発明において、上記電極層の焼成条件は、酸化性雰囲気下、１０００℃未満とする。
【００４２】
　従来、電極層の焼成は、１０００℃を超えるような高温下で行われてきた。しかし、か
かる高温下では、電極材料の選択肢が限られてくる。本発明では、電極の材料としてペロ
ブスカイト型金属酸化物を選択し、電極中に貴金属粒子または貴金属合金粒子を配合する
ことにより、焼成温度を比較的低く設定したとしても、電解質層と電極層間で高い密着性
を得ることができる。
【００４３】
　当該焼成温度としては、９００℃以下が好ましく、８５０℃以下がより好ましく、８０
０℃以下がさらに好ましく、７５０℃以下がさらに好ましく、７００℃以下がよりさらに
好ましく、６５０℃以下が特に好ましい。
【００４４】
　また、本発明では、上記焼成温度を低く設定することにより、電極の気孔率を維持する
ということも目的としている。電極の気孔は、原料ガスを電極中に分散させて電極反応の
効率を高める上で重要である。本発明に係る電気化学セルのペロブスカイト型金属酸化物
と貴金属粒子または貴金属合金粒子を含む電極の気孔率としては、２０％以上が好ましく
、２５％以上がより好ましく、３０％以上がさらに好ましく、４０％以上がよりさらに好
ましく、４５％以上が特に好ましい。なお、電極の気孔率は、電極の見かけ密度と真密度
を測定した上で、以下の式から算出することができる。
　　気孔率　＝　１－（見かけ密度／真密度）
【００４５】
　また、本発明では、上記焼成を酸化性雰囲気下で行う。電極の焼成は還元性雰囲気で行
われることも多いが、本発明では、電解質層－電極層間の密着性を高めるためにペロブス
カイト型金属酸化物を用いている。還元性雰囲気で焼成を行うと、かかるペロブスカイト
型金属酸化物が化学変化をおこすおそれがあるので、安定化のために酸化性雰囲気を用い
る。酸化性雰囲気としては、空気を挙げることができる。
【００４６】
　以上の方法で製造された本発明に係る電気化学セルは、電極の少なくとも一方が触媒作
用をも有するペロブスカイト型金属酸化物と貴金属粒子または貴金属合金粒子を含んでい
ることから、当該電極層と固体電解質層との層間密着性が高い。
【００４７】
　なお、電極における貴金属粒子または貴金属合金粒子の割合は、ペロブスカイト型金属
酸化物など、使用した原料における貴金属粒子または貴金属合金粒子の割合と同等である
。
【００４８】
　また、貴金属粒子または貴金属合金粒子は、焼成時に近傍の粒子と融着する可能性があ
る。よって、原料として用いた貴金属粒子または貴金属合金粒子の平均粒子径よりも、焼
成後の電極中における貴金属粒子または貴金属合金粒子の平均粒子径の方が大きくなる傾
向がある。電極中の貴金属粒子または貴金属合金粒子の平均粒子径は、本発明の電気化学
セルを切断し、電極断面の拡大写真を撮影した後、画像解析ソフトなどで解析することに
より求めることが可能である。
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【実施例】
【００４９】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加
えて実施することも勿論可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される
。
【００５０】
　実施例１
　（１）　電極支持体の作製
　市販の酸化ニッケル粉末（正同化学社製，製品名「Ｇｒｅｅｎ」）と電解質粒子として
ＳｒＺｒ0.5Ｃｅ0.4Ｙ0.1Ｏ3-δとを、当該酸化ニッケル粉末５０ｖｏｌ％、電解質粒子
５０ｖｏｌ％となるように秤量し、乳鉢で攪拌混合して混合物を得た。この混合物をプレ
ス機にて一軸成型および等方静水圧プレスし、円板状に成型した。この円板状成形体を１
２５０℃で１０時間焼成し、直径２５φ、厚み０．５ｍｍの電極支持体を作製した。
【００５１】
　（２）　プロトン伝導性電解質層の作製
　ＳｒＺｒ0.5Ｃｅ0.4Ｙ0.1Ｏ3-δ、エチルセルロースおよびα－テルピネオールを添加
し、乳鉢で混合した。その後、３本ロールミル（ＥＸＡＫＴ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
社製，型式「Ｍ－８０Ｓ」）を用いて混練し、電解質層ペーストを得た。
　当該ペーストを上記電極支持体にスクリーン印刷法で塗布し、乾燥後、１４００℃、空
気雰囲気下で２時間焼成し、厚さ２０μｍのプロトン伝導性電解質層を作製した。
【００５２】
　（３）　貴金属粒子を含む電極層の作製
　市販の純度９９．９質量％のＬａ2Ｏ3約４９質量部、ＳｒＣＯ3約４４質量部およびＣ
ｏ3Ｏ4約４８質量部の粉末を混合した。得られた混合物にエタノールを加え、ボールミル
で６０時間湿式粉砕した後、１２０℃で１０時間乾燥した。次いで、１１００℃で１０時
間焼成することにより、焼成粉末を得た。さらに、得られた上記焼成粉末にエタノールを
加え、ボールミルで６０時間湿式粉砕した後、１２０℃で１０時間乾燥することにより、
水蒸気電解用アノード層材料とすることができる電極触媒粉末とした。得られた電極触媒
粉末の組成はＬａ0.5Ｓｒ0.5ＣｏＯXであり、Ｘ線回折により、ペロブスカイトからなる
単一相であることを確認した。
【００５３】
　上記電極触媒粉末と、平均一次粒子径が３０ｎｍであるＡｇペーストとを、電極触媒成
分とＡｇとの体積比が９：１となるように混合し、さらにバインダーとしてエチルセルロ
ール、溶媒としてα－テルピネオールを加え、乳鉢で混合した。その後、３本ロールミル
（ＥＸＡＫＴ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製，型式「Ｍ－８０Ｓ」）を用いて混練し、
電極用ペーストを得た。
【００５４】
　上記プロトン伝導性電解質の支持電極層の反対側に、上記電極用ペーストをスクリーン
プリント法により塗布した後、９５０℃、空気雰囲気下で１時間焼成することにより、厚
さ３０μｍの電極層を形成させた。
【００５５】
　（４）　層間密着性と気孔率の試験
　上記で得られた積層体について、プロトン伝導性電解質層－電極層間の密着性をテープ
剥離試験により評価した。詳しくは、セロハンテープ（ニチバン社製「ＣＴ２４」）を用
い、常温、常圧下で指の腹でテープを電極層に密着させた後に、テープを剥離し、層間密
着性を評価した。結果を表１に示す。なお、表１中、層間密着性の「○」はテープ剥離試
験において電極層がテープに付着していない場合を示す。
　また、電極層の見かけ密度と真密度を測定し、以下の式から気孔率を算出した。
　　気孔率　＝　１－（見かけ密度／真密度）
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【００５６】
【表１】

【００５７】
　上記結果のとおり、電極層をペロブスカイト型金属酸化物とＡｇにより構成すれば、１
０００℃未満で焼成しても、プロトン伝導性電解質層－電極間の密着性は十分に高いこと
が明らかとなった。
【００５８】
　実施例２～７
　上記実施例１において、ペロブスカイト型電極触媒粉末とＡｇとの比および焼成温度を
表２のとおり変更した以外は同様にして、プロトン伝導性電解質層－電極層積層体を調製
した。
【００５９】
　得られた積層体について、上記実施例１と同様にしてプロトン伝導性電解質層－電極層
間の密着性と気孔率を評価した。結果を表２に示す。
【００６０】

【表２】

【００６１】
　上記結果のとおり、電極層をペロブスカイト型金属酸化物とＡｇにより構成すれば、焼
成温度を１０００℃未満、６５０℃まで低下させても、プロトン伝導性電解質層－電極間
の密着性は十分に高いことが明らかとなった。
【００６２】
　また、焼成温度が高く、電極層におけるＡｇ割合が高いほど電極の気孔率が低下する傾
向がみられた。一般的に、焼成温度が高いほど電解質層－電極間の密着性は高くなること
から、焼成温度を比較的高くし且つＡｇを配合して電解質層－電極層間の密着性を高める
と共に、電極の気孔率を保持するためには、電極におけるＡｇの割合をおおよそ２５質量
％以下にすることが好ましいことが分かった。
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