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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体酸化物形燃料電池セルを気密に接合するための固体酸化物形燃料電池セル用無アル
カリガラス系シール材であって、
　６２．０～８５wt％のＢａＯと４～２０wt％のＳｉＯ２と１～１５wt％のＡｌ２Ｏ３と
を必須構成要素として有し、且つ、０～２０wt％のＢ２Ｏ３と０～３０wt％のＴｉＯ２と
の少なくとも一方を有する組成のガラスからなることを特徴とする固体酸化物形燃料電池
セル用無アルカリガラス系シール材。
【請求項２】
　前記ガラスのガラスマトリックス中には、バリウムシリケート結晶が含まれることを特
徴とする請求項１の固体酸化物形燃料電池セル用無アルカリガラス系シール材。
【請求項３】
　前記ガラスは、９～１３×１０－６／Ｋの熱膨張係数を有することを特徴とする請求項
１または２の固体酸化物形燃料電池セル用無アルカリガラス系シール材。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１の無アルカリガラス系シール材を用いて、固体酸化
物形燃料電池セルと周辺部材とが接合されていることを特徴とする固体酸化物形燃料電池
。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１の無アルカリガラス系シール材を用いて、固体酸化
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物形燃料電池セルと周辺部材を接合することを特徴とする固体酸化物形燃料電池の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体酸化物形燃料電池セルの構成部品の接合に用いられるシール材に関し、
特にアルカリ成分を含有しない固体酸化物形燃料電池セル用無アルカリガラス系シール材
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ：Solid Oxide Fuel Cell）は、固体電解質燃料電池
とも称され、比較的高温で作動させられるために触媒のような反応促進材を必要とせず、
コストを低減でき、高温の排出ガスを再利用できるので、全体の効率が高くでき、出力密
度が高いので小型化が可能となるという特徴を備えている。
【０００３】
　固体酸化物形燃料電池セルは、酸化物イオン伝導体として機能する酸素イオン伝導性の
セラミック体から成る緻密な固体電解質と、その一面に設けられてカソードとして機能す
る空気極( 多孔質層) と、その他面に設けられてアノードとして機能する燃料極( 多孔質
層) とを備えている。この燃料極側には水素を含む燃料ガスが供給され、空気極側には酸
素を含むガスが供給される。これにより、電池セル内において、カソードでは酸素が電気
化学的に還元されて酸素イオンとされ、電解質膜を通してアノードに到達し、アノードで
は水素が酸素イオンにより酸化されて外部負荷に電子が放出され電気エネルギが出力され
る。すなわち、燃料ガスが電気化学的に酸化されることにより、燃料ガスの化学エネルギ
ーが直接電気エネルギーに変換されて取り出されるものである。そのため、理論効率が高
く、静粛性に優れると共に、大気汚染の原因となるNOＸ、SOＸ、粒子状物質(PM)等の排出
量が少ないことから、近年、クリーンな電気エネルギー供給源として注目されている。例
えば、住宅用等の分散型電源や熱電供給システムとしての利用が期待されている。
【０００４】
　このように構成された固体酸化物形燃料電池セルでは、固体電解質膜として、たとえば
、イオン伝導性、安定性、価格のバランスが良好なイットリア安定化ジルコニア( ＹＳＺ
) が広く用いられている。また、固体電解質膜は、薄くなるほどイオン透過速度が増大し
て性能が向上する傾向にある。このため、近年では、、アノードとして機能する燃料極の
上に固体電解質膜を薄膜として形成したアノード支持形固体酸化物形燃料電池セルの開発
が進展している。アノードとして機能する燃料極は、一般に、ＮｉＯとＹＳＺとの混合物
が用いられ、Ｎｉの導電性を活かしながら固体電解質膜との熱膨張差を小さくするために
、使用時において還元処理されてＮｉ＋ＹＳＺとされる。
【０００５】
　ところで、固体酸化物形燃料電池セルの実用化研究が進むに伴って、耐久性、信頼性、
効率の向上のために、ガスリークを可及的に少なくすることが要請されるようになってき
た。従来の小規模評価では、固体酸化物形燃料電池セルにおいてガスリークが発生しても
、燃料ガスと空気中の酸素が反応するため、基礎データの取得には問題がなかった。しか
し、ガスリークは燃料ガスの利用効率低下や、局部的な熱分布ムラの原因になることから
、長時間の実用的使用に際しては大きな影響を与えるものとなってきた。そこで、燃料ガ
スのリーク防止として、固体酸化物形燃料電池セル同士の間、および、固体酸化物形燃料
電池セルとガス配管との間の燃料ガスの封止の問題が着目されるようになった。
【０００６】
　これに対し、特許文献１および２では、ガラスマトリックス中にリューサイトやクリス
トバライト結晶を析出させたシール材が提案されている。このようなガラス系シール材は
、熱膨張係数が固体酸化物形燃料電池セルやセラミックス製のガス配管と近く、且つ、た
とえば８００～１０００℃の使用温度で流動し難く、従来困難であった高いシール性能が
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得られるようになった。しかし、このようなガラス系シール材では、燃料電池のスタック
評価が可能となってきたが、ガラスマトリックス中にＮａ、Ｋなどのアルカリ金属成分を
含むため、接合構造によっては、接合界面での固体酸化物形燃料電池セルや金属製ガス配
管と反応し易く、劣化の原因となる可能性があった。
【０００７】
　上記のガラスマトリックス中にリューサイトやクリストバライト結晶を析出させたガラ
ス系シール材の他にも、熱膨張係数を９～１３×１０－６／Ｋとしたシール材が、特許文
献３、４、５にも提案されているが、金属製ガス管と反応しやすいＮａ、Ｋなどのアルカ
リ金属成分が必須の成分として含まれるとともに、その反応が生じるとその反応部分の熱
膨張係数が他の部分と相違してヒートサイクル時の剥離劣化の要因となるだけでなく、ス
テンレス鋼に含まれるクロムとアルカリ金属成分との反応によって、ニクロム酸カリウム
等の環境負荷の大きい反応物が生成される危惧がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－１９９９７０号公報
【特許文献２】特開２００９－１２７８０４号公報
【特許文献３】特開２００４－０３９５７３号公報
【特許文献４】特表２００８－５２７６８０号公報
【特許文献５】特表２００８－５２９２５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　これに対して、反応耐久性の高い特殊なステンレス合金が、セパレータ或いはインター
コネクタなどのガス配管に用いることが考えられるが、このような特殊なステンレス合金
は、高価格で実用が困難であるとともに、長時間の使用によって反応が進行するという問
題は十分には解決されていない。従って、比較的安価で汎用的に使用されているたとえば
ＳＵＳ４３０に代表されるフェライト系ステンレスに対して反応性が低い無アルカリガラ
ス系シール材が望まれる。すなわち、熱膨張係数が９～１３×１０－６／Ｋであって、Ｎ
ａ、Ｋなどのアルカリ金属成分を含まず、７００～９００℃程度の接合温度で好適に接合
可能な無アルカリガラス系シール材が望まれる。
【００１０】
　本発明は、以上の事情を背景として為されたものであって、その目的とするところは、
熱膨張係数が９～１３×１０－６／Ｋであって、Ｎａ、Ｋなどのアルカリ金属成分を含ま
ず、７００～９００℃程度の接合温度で好適に接合可能な固体酸化物形燃料電池セル用無
アルカリガラス系シール材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　斯かる目的を達成するため、第１発明の要旨とするところは、(a) 固体酸化物形燃料電
池セルを気密に接合するための固体酸化物形燃料電池セル用無アルカリガラス系シール材
であって、(b) ６２．０～８５wt％( 重量％) のＢａＯと４～２０wt％のＳｉＯ２と１～
１５wt％のＡｌ２Ｏ３とを必須構成要素として有し、且つ、０～２０wt％のＢ２Ｏ３およ
び０～３０wt％のＴｉＯ２の少なくとも一方を有する組成のガラスからなることを特徴と
する。
【００１２】
　また、第２発明の要旨とするところは、第１発明において、(c) 前記ガラスのガラスマ
トリックス中には、バリウムシリケート結晶を含むことを特徴とする。
【００１３】
　また、第３発明の要旨とするところは、第１または第２発明において、(d) 前記ガラス
は、９～１３×１０－６／Ｋの熱膨張係数を有することを特徴とする。
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【００１４】
　また、第４発明の要旨とするところは、前記第１発明乃至第３発明のいずれか１の無ア
ルカリガラス系シール材を用いて、前記固体酸化物形燃料電池セルとその固体酸化物形燃
料電池セルの周辺部材とが接合されていることを特徴とする固体酸化物形燃料電池である
ことにある。
【００１５】
　また、第５発明の要旨とするところは、前記第１発明乃至第３発明のいずれか１のシー
ル材を用いて、前記固体酸化物形燃料電池セルとその固体酸化物形燃料電池セルの周辺部
材を接合することを特徴とする固体酸化物形燃料電池の製造方法であることにある。
【発明の効果】
【００１６】
　第１発明の固体酸化物形燃料電池セル用無アルカリガラス系シール材によれば、６２．
０～８５wt％のＢａＯと４～２０wt％のＳｉＯ２と１～１５wt％のＡｌ２Ｏ３とを必須構
成要素として有し、且つ、２０wt％以下のＢ２Ｏ３および０～３０wt％のＴｉＯ２の少な
くとも一方を有する組成のＢａ系無アルカリガラスからなることから、熱膨張係数が９～
１３×１０－６／Ｋであって、Ｎａ、Ｋなどのアルカリ金属成分を含まず、７００～９０
０℃程度の接合温度で、固体酸化物形燃料電池セルとその周辺部材とを接合可能なシール
材が得られる。また、Ｎａ、Ｋなどのアルカリ金属成分を含まないため、たとえばステン
レス鋼製のガス配管やセパレータなどの周辺部材との反応が抑制される利点がある。
【００１７】
　また、第２発明によれば、前記無アルカリガラス系シール材に含まれるガラスのガラス
マトリックス中には、バリウムシリケート結晶が含まれることから、高熱膨張を維持しつ
つ、ステンレス鋼製のガス配管やセパレータとの反応が抑制される利点がある。
【００１８】
　また、第３発明によれば、前記無アルカリガラス系シール材に含まれるガラスは、９～
１３×１０－６／Ｋという高い熱膨張係数を有することから、ステンレス鋼製のガス配管
との間の熱膨張係数差が小さくなり、固体酸化物形燃料電池セルとその周辺部材との間の
接合部における剥離劣化現象が好適に解消される。
【００１９】
　また、第４発明は、前記第１発明乃至第３発明のいずれか１の無アルカリガラス系シー
ル材を用いて、前記固体酸化物形燃料電池セルとその固体酸化物形燃料電池セルの周辺部
材とが接合されている固体酸化物形燃料電池であることから、アルカリ成分を含まない無
アルカリガラス系シール材により接合されているため、たとえばステンレス鋼製のガス配
管やセパレータなどの周辺部材との間の接合部の反応が抑制される利点がある。
【００２０】
　また、第５発明は、前記第１発明乃至第３発明のいずれか１のシール材を用いて、前記
固体酸化物形燃料電池セルとその固体酸化物形燃料電池セルの周辺部材を接合する固体酸
化物形燃料電池の製造方法であることから、Ｎａ、Ｋなどのアルカリ金属成分を含まない
無アルカリガラス系シール材により接合されているため、たとえばステンレス鋼製のガス
配管やセパレータなどの周辺部材との間の接合部の反応が抑制される利点がある。
【００２１】
　ここで、好適には、前記無アルカリガラス系シール材は、固体酸化物形燃料電池セル或
いはそれら積層された電池パックにおいて、少なくとも１つの固体酸化物形燃料電池セル
とガス管とを気密に接合するためのものであり、ガラスマトリックス中にバリウムシリケ
ート結晶ＢａＳｉ４Ｏ９、Ｂａ２Ｓｉ３Ｏ８、および／またはＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３が析出
可能な組成のガラス組成物である。このバリウムシリケート結晶の析出量は、ガラス組成
中の必須構成成分の含有率( 組成比率) により適宜調整することができる。
【００２２】
　上記無アルカリガラス系シール材のガラス組成中のＢａＯとＳｉＯ２は、上記バリウム
シリケート結晶ＢａＳｉ４Ｏ９、Ｂａ２Ｓｉ３Ｏ８、およびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３を構成す
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る成分であり、ガラスマトリックスの骨格を構成する主成分である。ＢａＯおよびＳｉＯ

２の含有率が多くなり過ぎると融点或いは軟化点が低くなって好ましくない。反対に、Ｂ
ａＯおよびＳｉＯ２の含有率が少なすぎるとバリウムシリケート結晶の析出量が低下して
耐水性や耐化学性が低下する。ＢａＯは５０～８５wt％の含有率、ＳｉＯ２は４～２０wt
％の含有率であることが好ましく、ＢａＯは５５～８５wt％の含有率、ＳｉＯ２は８～２
０wt％の含有率であることが更に好ましい。
【００２３】
　上記無アルカリガラス系シール材のガラス組成中のＡｌ２Ｏ３は、ガラス流動性および
付着安定性に寄与する成分であり、その含有率が少なすぎるとガラス流動性および付着安
定性が低下して均一な厚みのガラス層すなわちガラスマトリックスが形成され難くなる。
反対に、多すぎると、接合部の耐化学安定性が損なわれる。結局、Ａｌ２Ｏ３は、１～１
５wt％の含有率が好ましい。
【００２４】
　上記無アルカリガラス系シール材のガラス組成中のＢ２Ｏ３およびＴｉＯ２は、それら
のうちの少なくとも一方が含まれる必要があるが、他方は０wt％でもよい任意添加成分で
ある。Ｂ２Ｏ３は、Ａｌ２Ｏ３と同様にガラス流動性、付着安定性、或いは濡れ性に寄与
するものと考えられ、ガラスマトリックスの多成分化および溶融性の向上に寄与する。こ
のＢ２Ｏ３の含有率が多すぎると耐酸性の低下を招くので、０～２０wt％すなわち２０wt
％以下の範囲の含有率が好ましい。ＴｉＯ２の含有率が多すぎると熱膨張率が低下してク
ラックの発生を招くので、０～３０wt％すなわち３０wt％以下の範囲の含有率が好ましい
。
【００２５】
　また、本発明の実施に本質的ではない上記の酸化物成分以外の成分、たとえばＺｎＯ、
Ｌｉ２Ｏ、Ｂｉ２Ｏ３、ＳｒＯ、ＳｎＯ、ＳｎＯ２、ＣｕＯ、Ｃｕ２Ｏ、ＺｒＯ２、Ｌａ

２Ｏ３は、必要に応じて適宜添加され得る。好ましくは、上記無アルカリガラス系シール
材のガラスの熱膨張係数が、接合対象物、たとえばガス管と固体酸化物形燃料電池セルの
燃料極および／または固体電解質膜との熱膨張係数に近似するように、上記の各成分のい
ずれかの含有率を調節して結晶含有ガラスを調整することができる。たとえば、ガス管お
よび固体電解質がＹＳＺ等のジルコニア系酸化物の緻密体から構成されていて、それらガ
ス管と固体電解質との間を気密に接合する場合には、上記ジルコニア系酸化物の熱膨張係
数に近似するように組成を調節すればよい。たとえば、示差膨張方式( ＴＭＡ）に基づく
室温( ２５℃) ～ガラスの軟化点( たとえば４５０℃）までの間の熱膨張係数の平均値が
９～１２×１０－６／Ｋとなるように組成を調整すればよい。
【００２６】
　上記無アルカリガラス系シール材は、バリウムシリケート結晶を析出させ得る前記各種
酸化物成分が所定割合で混合された後溶融され、その粉砕後に所定温度に保持してガラス
マトリックス中にバリウムシリケート結晶を析出させる結晶化処理が行われ、次いで粉砕
処理および篩処理により要求の所定の平均粒径たとえば０．１～１０μｍの粉末状ガラス
組成物とされ、さらにボールミルを用いた粉砕および乾燥により細かな粉末状とされるこ
とで得られる。そして、このようにして得られた無アルカリガラス系シール材は、バイン
ダーおよび溶媒と混練されて塗布作業に適した所定の粘度を有するペースト化される。
【００２７】
　上記バインダーは、たとえばセルロースまたはその誘導体から成るものであって、ペー
スト全体の５～２０wt％の範囲で含まれる。このバインダーは、たとえば、ヒドロキシメ
チルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロ
キシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセルロ
ース、カルボキシメチルエチルセルロース、セルロース、エチルセルロース、メチルセル
ロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、およびそれらの塩である。
【００２８】
　また、上記溶媒は、たとえばエーテル系溶剤、エステル系溶剤、ケトン系溶剤、または
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他の有機溶剤から成るものであって、ペースト全体の１～４０wt％の範囲で含まれる。こ
の溶媒は、たとえば、エチレングリコールおよびジエチレングリコール誘導体、トルエン
、キシレン、ターピネオール等の高沸点有機溶媒、またはこれら２種以上の混合液である
。
【００２９】
　上記無アルカリガラス系シール材は、従来の接合材と同様に用いられる。たとえば、接
合対象物である固体酸化物形燃料電池セルの固体電解質および／または燃料極とガス管と
の互いに当接させられた被接合部分に、ペースト状に調整された状態で塗布される。その
乾燥後に、固体酸化物形燃料電池セルの使用温度域或いはそれよりも高い温度域であって
ガラスが流出しない温度域、たとえば使用温度域が７００～１０００℃である場合は１２
００～１３００℃で焼成されることで、上記固体電解質および／または燃料極とガス管と
の互いに当接させられた被接合部分が気密に接合される。このように接合された接合部で
は、ガス管内を燃料ガスがリークすることなく固体酸化物形燃料電池セルの燃料極に供給
される。また、この接合に用いられた無アルカリガラス系シール材は、固体酸化物形燃料
電池セルの使用温度域において柔軟性を示すので、燃料ガスの接触に伴う還元膨張などに
より上記接合部に応力が発生したとしても、その接合部の気密性および耐久性が高められ
る。
【００３０】
　上記無アルカリガラス系シール材は、種々の構造たとえば平板型、円筒型、或いはフラ
ットチューブラー型の固体酸化物形燃料電池に適用することができ、それらの形状や大き
さに拘わらない。この無アルカリガラス系シール材は、加圧シールや拡散接合が困難な接
合対象物についても適用できる。たとえば、燃料極を支持基材としてその燃料極上に１０
０μｍ程度の薄膜状の固体電解質を形成したアノード支持形固体酸化物形燃料電池セルに
も好適に適用できる。
【００３１】
　上記固体電解質としては、酸化雰囲気すなわち空気雰囲気および還元雰囲気すなわち燃
料ガス雰囲気のいずれにおいても酸素イオン伝導性が高く、ガス透過性の無い緻密な層を
形成できる材料から構成され得、特にジルコニア系酸化物から成るものが好適に用いられ
る。このようなジルコニア系酸化物として、たとえばイットリア( Ｙ２Ｏ３）で安定化し
たジルコニア( ＹＳＺ）、カルシア( ＣａＯ）で安定化したジルコニア（ＣＳＺ）、スカ
ンジア( Ｓｃ２Ｏ３）で安定化したジルコニア( ＳＳＺ）が代表的に挙げられる。
【００３２】
　上記燃料極および空気極の材料は、従来の固体酸化物形燃料電池セルと同様であり、特
に制限されない。燃料極としては、たとえば、ニッケル( Ｎｉ）とジルコニア( ＹＳＺ）
とのサーメット、ルテニウム( Ｒｕ）とジルコニア( ＹＳＺ）とのサーメットなどが好適
に用いられる。また、空気極としては、ランタンコバルトネート( ＬａＣｏＯ３）系やラ
ンタンマンガネート( ＬａＭｎＯ３）系のペロブスカイト形酸化物が好適に用いられる。
これらの材料から成るガス透過性を有する層状の多孔質体が燃料極および空気極として用
いられる。
【００３３】
　上記固体酸化物形燃料電池セルおよびそのスタックの製造は、従来の固体酸化物形燃料
電池と同様の工程で行われ、特別の工程を必要としない。従来の種々の方法によって、上
記の材料から固体電解質、燃料極、および空気極がそれぞれ形成され得る。
【００３４】
　上記固体酸化物形燃料電池セルに接続されるガス管は、燃料ガスを導くための従来と同
様の材質で構成され、燃料極との接合に応じた形状寸法、たとえば直管状、円弧管状など
で構成される。そのガス管は、たとえば、接合の容易性を高めるために前記燃料極や固体
電解質と同系統材質から成るセラミックス、たとえばＹＳＺ等のジルコニア系酸化物の緻
密体から構成される。
【図面の簡単な説明】
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【００３５】
【図１】本発明の一実施例である無アルカリガラス系シール材が適用された、アノード支
持形固体酸化物形燃料電池セルと、そのアノード支持形固体酸化物形燃料電池セルに気密
に接合されたガス管とを、模式的に示す斜視図である。
【図２】図１のアノード支持形固体酸化物形燃料電池セルのガス管側から見た側面図であ
る。
【図３】図２のアノード支持形固体酸化物形燃料電池セルの構成を説明する、図２のIII 
－III 視断面図である。
【図４】本発明の無アルカリガラス系シール材の製造工程を説明する図である。
【図５】本発明の無アルカリガラス系シール材が適用された図１乃至図３のアノード支持
形固体酸化物形燃料電池セルの製造工程を説明する図である。
【図６】シール材ペーストの評価のために用いられたアノード支持形固体酸化物形燃料電
池セルすなわち評価用ＳＯＦＣの構成を説明する断面図である。
【図７】図６の評価用ＳＯＦＣを１０種類作成してそれぞれのリーク試験を行ったときの
評価を示す図表である。
【図８】本発明の一実施例である無アルカリガラス系シール材が適用された、他のアノー
ド支持形固体酸化物形燃料電池セルと、そのアノード支持形固体酸化物形燃料電池セルに
気密に接合されたガス管とを模式的に示す断面図であって、図３に相当する図である。
【図９】本発明の一実施例である無アルカリガラス系シール材が適用された、他のアノー
ド支持形固体酸化物形燃料電池セルと、そのアノード支持形固体酸化物形燃料電池セルに
気密に接合されたガス管とを模式的に示す斜視図であって、図１に相当する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の一実施例を図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の実施例におい
て図は適宜簡略化或いは変形された概略図であって、各部の寸法比および形状等は必ずし
も正確に描かれていない。
【実施例】
【００３７】
　図１は、本発明の一実施例である無アルカリガラス系のシール材１０が適用された、固
体酸化物形燃料電池セル（以下、「ＳＯＦＣ」という）１２の構成を示す斜視図であり、
図２はそのＳＯＦＣ１２の構造を説明する断面図である。また、図３は、図２の III－II
I 視断面図である。なお、図１および図２では、ＳＯＦＣ１２の構造を明確に示すために
シール材１０の図示が省略されている。
【００３８】
　ＳＯＦＣ１２は、水素ガス、メタンガス、天然ガス、或いはそれらの改質ガス等の良く
知られた水素を含む燃料ガスＦＧを流通させる内部空間１４を有する平坦な箱状に成形さ
れ、多孔質であってアノードとして機能できる程度の導電性セラミックス体すなわち焼結
体から成る燃料極１６と、その燃料極１６の相反する向きの一対の上面１６ａおよび下面
１６ｂ上に焼結によりそれぞれ層状に固着され、酸化物イオン伝導体として機能する酸素
イオン伝導性のセラミック体から成る緻密な層状の固体電解質膜１８と、それらの固体電
解質膜１８の上に焼結によりそれぞれ層状に固着され、多孔質であってカソードとして機
能できる程度の導電性セラミックス体から成る空気極２０とから構成されている。この空
気極２０は、外部に露出させられ或いは図示しない空気ダクト内に位置させられることに
より常時空気と接触させられるようになっている。平坦な箱状を成す燃料極１６の一対の
上面１６ａおよび下面１６ｂは矩形を成しており、一対の固体電解質膜１８は、その一対
の上面１６ａおよび下面１６ｂよりも少し小さな矩形パターンでその一対の上面１６ａお
よび下面１６ｂ上に固着されており、空気極２０は、その一対の固体電解質膜１８よりも
少し小さな矩形パターンでその一対の固体電解質膜１８上に固着されている。
【００３９】
　上記ＳＯＦＣ１２において、固体電解質膜１８は、薄くなるほどイオン透過速度が増大
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して性能が向上する傾向となるため、アノードとして機能する燃料極１６の上に、１００
μｍ以下たとえば１０～５０μｍ程度の膜厚を有し、薄膜として形成されてその燃料極１
６に支持されている。すなわち、本実施例のＳＯＦＣ１２は、アノード支持形固体酸化物
形燃料電池セルである。
【００４０】
　上記燃料極１６は、たとえばＮｉＯとＹＳＺとの混合物から多孔質に構成され、Ｎｉの
導電性を活かしながら固体電解質膜１８との熱膨張差を小さくするために、使用時におい
て還元処理されてＮｉ＋ＹＳＺとされる。また、燃料極１６としては、たとえば、ニッケ
ル( Ｎｉ）とジルコニア( ＹＳＺ）とのサーメット、ルテニウム( Ｒｕ）とジルコニア( 
ＹＳＺ）とのサーメットなどが好適に用いられる。
【００４１】
　上記固体電解質膜１８としては、酸化雰囲気すなわち空気雰囲気および還元雰囲気すな
わち燃料ガス雰囲気のいずれにおいても酸素イオン伝導性が高く、ガス透過性の無い緻密
な層を形成できる材料から構成され得、特にジルコニア系酸化物から成り、緻密質でガス
透過性が低く且つイオン透過性の高い焼結体が好適に用いられる。たとえば、イオン伝導
性、安定性、価格のバランスが良好なイットリア安定化ジルコニア( ＹＳＺ) が好適に用
いられる。また、上記ジルコニア系酸化物として、たとえばイットリア( Ｙ２Ｏ３）で安
定化したジルコニア( ＹＳＺ）、カルシア( ＣａＯ）で安定化したジルコニア（ＣＳＺ）
、スカンジア( Ｓｃ２Ｏ３）で安定化したジルコニア( ＳＳＺ）が用いられる。
【００４２】
　上記空気極２０は、従来の固体酸化物形燃料電池セルと同様に、ランタンコバルトネー
ト( ＬａＣｏＯ３）系やランタンマンガネート( ＬａＭｎＯ３）系のペロブスカイト形酸
化物により構成され、１００μｍ以下たとえば１０～５０μｍ程度の膜厚を有する、ガス
透過性を有する層状の多孔質焼結体として用いられる。
【００４３】
　上記燃料極１６の相反する向きの一対の側面１６ｃおよび１６ｄには、内部空間１４と
連通する貫通孔２２がそれぞれ形成されており、燃料ガスＦＧを供給するためのステンレ
ス鋼製或いはセラミックス製のガス管２４が、その端面２４ａを一対の側面１６ｃおよび
１６ｄに当接させ且つ貫通孔２２を通して燃料極１６の内部空間１４と連通する状態で、
ガス管２４の端部と燃料極１６の側面１６ｃおよび１６ｄの間に塗布されて溶融された無
アルカリガラス系のシール材１０により、その側面１６ｃおよび１６ｄにそれぞれ気密に
接合されて封止されている。燃料極１６の一対の上面１６ａおよび下面１６ｂ上に固着さ
れた固体電解質膜１８および燃料極１６の周縁部と一対の上面１６ａおよび下面１６ｂと
の間は、同様に、そこに塗布されて溶融された無アルカリガラス系のシール材１０により
封止されている。また、燃料極１６の周縁部とその上に固着された空気極２０の周縁部と
の間は、必要に応じて、そこに塗布されて溶融された無アルカリガラス系のシール材１０
により封止されてもよいし、燃料極１６の他の表面は、必要に応じて、そこに塗布されて
溶融された無アルカリガラス系のシール材１０により封止されてもよい。
【００４４】
　以上のようにして構成されたＳＯＦＣ１２では、７００～１２００℃程度好ましくは８
００～１０００℃の作動温度域において、ガス管２４を通して水素を含む燃料ガスＦＧが
燃料極１６の内部空間１４へ供給され、空気極２０側には酸素を含むガスＯＧが供給され
ると、カソードとして機能する空気極２０では酸素が電気化学的に還元されて酸素イオン
とされ、電解質膜１８を通してアノードとして機能する燃料極１６に到達し、そこで水素
が酸素イオンにより酸化されて外部負荷に電子が放出され電気エネルギが出力される。す
なわち、燃料ガスＦＧが電気化学的に酸化されることにより、燃料ガスＦＧの化学エネル
ギーが直接電気エネルギーに変換されて取り出される。
【００４５】
　図３に示される無アルカリガラス系のシール材１０は、焼成後に残存した溶融ガラスで
示されているが、焼成前ではペースト状である。このシール材１０に含まれるガラスは、
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７００～１２００℃程度のＳＯＦＣ１２の作動温度域で軟化或いは溶融し難い高融点或い
は高軟化点とするようにバリウムシリケート結晶ＢａＳｉ４Ｏ９、Ｂａ２Ｓｉ３Ｏ８、お
よびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３の少なくとも１つをガラスマトリックス中に有し、アルカリ成分
を含まないで９～１３×１０－６／Ｋの熱膨張係数を有し且つ７００～９００℃程度の接
合温度でＳＯＦＣ１２とその周辺部材であるガス管２４などとを接合可能な接合可能とな
るように、５０～８５wt％( 重量％) のＢａＯと４～２０wt％のＳｉＯ２と１～１５wt％
のＡｌ２Ｏ３とを必須構成要素として含み、且つ、２０wt％以下のＢ２Ｏ３と３０wt％以
下のＴｉＯ２との少なくとも一方を含む組成を備えている。
【００４６】
　以下において、図４を用いて上記シール材１０の製造方法を説明し、図５を用いて上記
ＳＯＦＣ１２の製造方法を説明する。
【００４７】
　図４において、ガラス材料の調合工程Ｓ１では、５０～８５wt％のＢａＯ、４～２０wt
％のＳｉＯ２粉体、および１～１５wt％のＡｌ２Ｏ３粉体と、２０wt％以下のＢ２Ｏ３粉
体および３０wt％以下のＴｉＯ２粉体の少なくとも一方とを、秤量して混ぜ合わせる。次
いで、混合工程Ｓ２において、ガラス材料の調合工程Ｓ１で調合されたガラス材料を湿式
ボールミルを用いて数時間乃至十数時間混合し、乾燥工程Ｓ３において、混合工程Ｓ２で
混合されたガラス材料を乾燥させる。溶融工程Ｓ４では、乾燥工程Ｓ３を経たガラス材料
を坩堝内で１０００～１５００℃に加熱して溶解或いは溶融させる。
【００４８】
　次いで、結晶化処理工程Ｓ５では、溶融工程Ｓ４で溶融されたガラス材料を、室温から
１００℃の間では１～５℃／分の昇温速度で極めて緩やかに加熱し、続いて８００～１０
００℃の最高温度域で３０～６０分保持し、次いで緩やかに冷却する結晶化処理を行う。
これにより、ガラスマトリックス中に、バリウムシリケート結晶ＢａＳｉ４Ｏ９、Ｂａ２

Ｓｉ３Ｏ８、およびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３の少なくとも１つが析出させられる。続く粉砕工
程Ｓ６では、結晶化処理工程Ｓ５において得られた結晶含有ガラスを、乾式ボールミルを
用いて粉砕するとともに篩を用いて分級し、０．１～１０μｍの平均粒径を有する粉末状
結晶含有ガラス組成物を得る。さらに、必要に応じて、湿式ボールミルを用いてさらに粉
砕することにより、粉末状結晶含有ガラス組成物をペーストに適用可能な平均粒径とし、
無アルカリガラス系シール材１０の基本組成とする。
【００４９】
　ペースト材料の調合工程Ｓ７では、ペースト化された無アルカリガラス系シール材１０
を得るために、４０～９４wt％の粉末状結晶含有ガラス組成物と、たとえばヒドロキシセ
ルロース、エチルセルロースなどのセルロース及び／又はその誘導体から成る５～２０wt
％のバインダと、たとえばエチレングリコールおよびジエチレングリコール誘導体、トル
エン、ターピネオールなどの高沸点有機溶媒またはそれらの組合せから成る１～４０wt％
の溶媒と、適量の分散剤とを秤量して混ぜ合わせる。混練工程Ｓ８では、たとえば３本ロ
ーラ装置などのペースト混練機を用いて、ペースト材料の調合工程Ｓ７で調合されたペー
スト材料を所定時間混練して均一化し、ペースト化された無アルカリガラス系シール材１
０を得る。次いで、調整工程Ｓ９では、良く知られた方法でペースト粘度などが調整され
る。
【００５０】
　図５は、図１乃至図３に示すアノード支持形固体酸化物形燃料電池セルであるＳＯＦＣ
１２の製造工程を説明する図である。燃料極成形工程Ｓ１１では、たとえば０．１～１０
μｍ程度の平均粒径を有するジルコニア( ＹＳＺ）粉末、１～１０μｍ程度の平均粒径を
有するＮｉＯ粉末、バインダー、分散剤、溶媒が所定割合で混合されたスラリー状燃料極
形成材料を調整する。そして、このスラリー状燃料極形成材料からフィルタプレスによる
脱水を経た押出成形により、所定厚みの平板を成形しその平板を組み立てて中空箱形状の
成形体とするか、或いは鋳込み成形により、直接中空箱形状の成形体を成形する。そして
、必要に応じてこの成形体を乾燥する。
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【００５１】
　次いで、固体電解質膜成形工程Ｓ１２では、たとえば０．１～１０μｍ程度の平均粒径
を有するジルコニア( ＹＳＺ）粉末、バインダー、分散剤、溶媒が混合されたスラリー状
固体電解質形成材料を調整する。このスラリー状固体電解質形成材料を、上記所定形状の
燃料極の表面に、１００μｍ以下たとえば１０～５０μｍ程度の膜厚で上記中空箱状の成
形体の上面および下面上に塗布或いは印刷することにより未焼成の固体電解質膜を所定の
面積で層状に形成する。そして、必要に応じてこの未焼成の固体電解質膜を乾燥する。続
いて、燃料極焼成工程Ｓ１３では、上記燃料極の成形体およびその成形体の上に膜状に形
成された未焼成の固体電解質膜を、所定の焼成温度、たとえば１２００～１４００℃程度
の温度で大気中で焼成する。これにより、多孔質の燃料極１６の上面１６ａおよび下面１
６ｂ上に緻密な固体電解質膜１８が形成される。
【００５２】
　続く空気極成形工程Ｓ１４では、たとえば１～１０μｍ程度の平均粒径を有するランタ
ンマンガネート( ＬａＭｎＯ３）粉末、バインダー、分散剤、溶媒が所定割合で混合され
たスラリー状の空気極形成材料を調整する。このスラリー状空気極形成材料を、上記焼成
後の固体電解質膜１８上に、１００μｍ以下たとえば１０～５０μｍ程度の膜厚で塗布或
いは印刷することにより未焼成の空気極を固体電解質膜１８と同等又はそれよりもやや小
さい面積で層状に形成する。空気極焼成工程Ｓ１５では、そのようにして固体電解質膜１
８上に形成された空気極を、所定の乾燥後に、固体電解質膜の焼成温度よりも低い焼成温
度たとえば１０００～１２００℃程度の温度で大気中で焼成する。これにより、緻密質の
固体電解質膜１８上に多孔質且つ導電性の空気極２０が形成され、図１乃至図３に示すア
ノード支持形固体酸化物形燃料電池セルであるＳＯＦＣ１２が基本的に構成される。
【００５３】
　組立工程Ｓ１６では、燃料ガスＦＧを導くためのガス管２４の端面２４ａが、上記ＳＯ
ＦＣ１２の燃料極１６の一対の側面１６ｃおよび１６ｄに当接させ且つ貫通孔２２を通し
て燃料極１６の内部空間１４と連通する状態となるように、図示しない組立治具を適宜用
いることにより位置決めされ、組み立てられる。上記ガス管２４は、接合の容易性を高め
るために前記燃料極や固体電解質と同系統材質から成るセラミックス、たとえばＹＳＺ等
のジルコニア系酸化物の緻密体から構成されるが、ステンレス鋼製などの他の材質であっ
てもよい。
【００５４】
　シール材塗布工程Ｓ１７では、そのようにして組立てられた組立体のうち、ガス管２４
の端部とその端面２４ａが当接している燃料極１６の側面１６ｃおよび１６ｄとの間に、
図４の工程により製造されたペースト化された無アルカリガラス系シール材１０がディス
ペンサなどの塗布装置を用いて所定厚みで塗布され、乾燥工程Ｓ１８において６０～１０
０℃、工程には８０±１０℃の温度でそのペースト化された無アルカリガラス系シール材
１０が乾燥される。これにより、ペースト化された無アルカリガラス系シール材１０中か
ら揮発温度の低い物質たとえば溶媒が除去される。
【００５５】
　次いで、シール材焼成工程Ｓ１９では、無アルカリガラス系シール材１０が塗布された
上記組立体が、ＳＯＦＣ１２の使用温度域すなわち作動温度域において軟化し難くなるよ
うに、そのＳＯＦＣ１２の使用温度域すなわち作動温度域と同等かそれよりも高い温度域
で焼成される。たとえば、ＳＯＦＣ１２が７００～１０００℃の比較的低い温度作動域で
使用される場合はたとえば８００～１２００℃で焼成し、ＳＯＦＣ１２が１２００℃まで
の比較的高い作動温度域で使用される場合はたとえば１２００～１３００℃で焼成する。
これにより、燃料ガスＦＧを供給するためのステンレス鋼製或いはセラミックス製のガス
管２４が、その端面２４ａを一対の側面１６ｃおよび１６ｄに当接させ且つ貫通孔２２を
通して燃料極１６の内部空間１４と連通する状態で、ガス管２４の端部と燃料極１６の側
面１６ｃおよび１６ｄの間に塗布されて溶融された無アルカリガラス系のシール材１０に
より、その側面１６ｃおよび１６ｄにそれぞれ気密に接合される。
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【００５６】
　ここで、上記無アルカリガラス系のシール材１０のシール性能を確認するために行った
リーク試験およびその結果を以下に説明する。図６は、このリーク試験のための作成した
評価用ＳＯＦＣ３０を示す断面図である。先ず、１μｍ程度の平均粒径を有するイットリ
ア安定化ジルコニア( ＹＳＺ）の粉末と３μｍ程度の平均粒径を有するＮｉＯの粉末とに
、バインダー、分散剤、および溶媒を添加して混合したスラリー状燃料極形成材料を、た
とえばメタルマスクに形成された円形パターン内に注入し乾燥することにより、２０ｍｍ
φ×１ｍｍの厚みの円形シート状の燃料極成形体を成形し乾燥した。次いで、１μｍ程度
の平均粒径を有するイットリア安定化ジルコニア( ＹＳＺ）の粉末にバインダー、分散剤
、および溶媒を添加して混合したスラリー状固体電解質形成材料を、上記円形シート状の
燃料極成形体の上に、１６ｍｍφ×１００μｍ以下たとえば１０～５０μｍの厚みの円形
パターンで印刷し、乾燥後に、１２００～１４００℃の温度で焼成した。これにより、円
板状の燃料極３２の上に固体電解質膜３４が固着されたものが得られる。次いで、１～１
０μｍ程度の平均粒径を有するランタンマンガネートＬａ０．５Ｓｒ０．５ＣｏＯ３の粉
末にバインダー、分散剤、および溶媒を添加して混合したスラリー状空気極形成材料を、
上記焼成後の固体電解質膜３４の上に１０ｍｍφ×１００μｍ以下たとえば１０～５０μ
ｍの厚みの円形パターンで印刷し、乾燥後に、固体電解質膜の焼成温度よりも低い焼成温
度たとえば１０００～１２００℃程度の温度で大気中で焼成した。これにより、ＳＯＦＣ
１２と同様の基本構造を有する、円板状の燃料極３２の上に固体電解質膜３４および空気
極３６が順次積層された焼結体から成るアノード支持形固体酸化物形燃料電池セルである
評価用ＳＯＦＣ３０が得られる。
【００５７】
　次に、図７のサンプル番号１乃至１０に対応する組成を有する１０種類の試験用シール
材ｇ１乃至ｇ１０を、図４に示すものと同様の工程を経て作成してペースト状とした。そ
して、図６に示すように、円板状の燃料極３２と同様の外径を有し且つステンレス鋼ＳＵ
Ｓ４３０製の一対の円筒状ガス管３８および４０の相対向する端面で燃料極３２および固
体電解質膜３４の周縁部を挟持した状態で、上記ペースト状の試験用シール材ｇ１乃至ｇ
１０を用いて円筒状ガス管３８および４０の端部間を塗布し、８０℃にて乾燥後に、８５
０℃の加熱による溶融封止を行って、図７に代表して示す１０種類の試験サンプルＴ１乃
至Ｔ１０を作成した。そして、それらの１０種類の試験サンプルＴ１乃至Ｔ１０について
以下に示すリーク試験を行った。
【００５８】
　リーク試験は、上記試験サンプルＴ１乃至Ｔ１０毎に、８００℃に加熱した状態で燃料
極３２側の円筒状ガス管４０内に３体積％の燃料ガス（メタンガス) ＦＧを含む窒素ガス
を一時間供給することにより上記燃料極３２を還元処理し、次いで、空気極３６側の円筒
状ガス管３８内に空気( 酸化ガス )ＯＧを０．２Ｐａの圧力下で１００ｍｌ／分の流量で
供給するとともに、燃料極３２側の円筒状ガス管４０内に燃料ガスとしてのヘリウムガス
Ｈｅを０．２Ｐａの圧力下で１００ｍｌ／分の流量で供給したとき、ガスクロマトグラフ
ィを用いて燃料極３２側からのＨｅ排ガスの組成を測定し、そのＨｅ排ガスに含まれる窒
素ガスＮ２の量から、接合部から空気中の窒素ガスＮ２がリークしているか否かを評価し
た。その評価結果を図７に示している。図７において、窒素ガスＮ２のリーク率が１％以
下のものを○と表示して、実用的な気密性を満足していることを示す。窒素ガスＮ２のリ
ーク率が１％を超えるものを×と表示して、実用的な気密性を満足していないことを示す
。
【００５９】
　図７のサンプル番号１乃至１０に対応する１０種類の試験サンプルＴ１乃至Ｔ１０のう
ち、試験サンプルＴ１～Ｔ４およびＴ７～Ｔ１０は、十分な気密性を有しているとともに
、ステンレス鋼ＳＵＳ４３０製の一対の円筒状ガス管３８および４０との間の接合界面に
おいてＣｒの拡散による化合物の生成がなかった。このことから、それら試験サンプルＴ
１～Ｔ４およびＴ７～Ｔ１０にそれぞれ用いられているシール材ｇ１～ｇ４およびｇ７～
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ｇ１０は、６２．０～８５wt％のＢａＯと４～２０wt％のＳｉＯ２と１～１５wt％のＡｌ

２Ｏ３とを必須構成要素として有し、且つ、２０wt％以下のＢ２Ｏ３と３０wt％以下のＴ
ｉＯ２との少なくとも一方を有する組成のガラスからなり、９～１３×１０－６／Ｋの熱
膨張係数を有している。また、それらシール材ｇ２～ｇ４およびｇ８～ｇ１０はガラスマ
トリックス中にバリウムシリケート結晶ＢａＳｉ４Ｏ９、Ｂａ２Ｓｉ３Ｏ８、およびＢａ

３Ｓｉ５Ｏ１３のいずれかを含んでいるが、シール材ｇ１およびｇ７はガラスマトリック
ス中にバリウムシリケート結晶を含んでいない。この点は、特にシール材ｇ１とｇ２との
比較から明らかなように、ガラスマトリックス中にバリウムシリケート結晶を含むことが
必須ではないことを示している。
【００６０】
　窒素リーク率が１％を超える試験サンプルＴ５およびＴ６に用いられたシール材ｇ５お
よびｇ６のうち、シール材ｇ５には濡れ性不足が見られ、シール材ｇ６にはクラックの発
生が見られた。シール材ｇ５はそのガラス組成のうちのＢａＯが８５wt％を超え且つＢ２

Ｏ３およびＴｉＯ２を含んでいない。シール材ｇ６はそのガラス組成のうちのＢａＯが５
０wt％を下回っており、ＴｉＯ２が３０wt％を超えている。
【００６１】
　上述したように、本実施例の固体酸化物形燃料電池セル用無アルカリガラス系シール材
１０によれば、６２．０～８５wt％のＢａＯと４～２０wt％のＳｉＯ２と１～１５wt％の
Ａｌ２Ｏ３とを必須構成要素として有し、且つ、２０wt％以下のＢ２Ｏ３および０～３０
wt％のＴｉＯ２の少なくとも一方を有する組成のＢａ系無アルカリガラスからなることか
ら、熱膨張係数が９～１３×１０－６／Ｋであって、Ｎａ、Ｋなどのアルカリ金属成分を
含まず、７００～９００℃程度の接合温度で、固体酸化物形燃料電池セルとその周辺部材
とを接合可能なシール材が得られる。また、Ｎａ、Ｋなどのアルカリ金属成分を含まない
ため、たとえばステンレス鋼製のガス配管やセパレータなどの周辺部材との反応が抑制さ
れる利点がある。
【００６２】
　また、本実施例のＳＯＦＣ１２用無アルカリガラス系シール材１０によれば、それに含
まれるガラスのガラスマトリックス中には、バリウムシリケート結晶ＢａＳｉ４Ｏ９、Ｂ
ａ２Ｓｉ３Ｏ８、およびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３のいずれかが含まれることから、高熱膨張を
維持しつつ、ステンレス鋼製のガス配管やセパレータとの反応が抑制される利点がある。
【００６３】
　また、本実施例のＳＯＦＣ１２用無アルカリガラス系シール材１０によれば、それに含
まれるガラスは、９～１３×１０－６／Ｋという高い熱膨張係数を有することから、ステ
ンレス鋼製のガス配管との間の熱膨張係数差が小さくなり、固体酸化物形燃料電池セルと
その周辺部材との間の接合部における剥離劣化現象が好適に解消される。
【００６４】
　また、本実施例のＳＯＦＣ１２用無アルカリガラス系シール材１０をＳＯＦＣ１２とそ
れの周辺部材であるガス管２４との接合に用いた固体酸化物形燃料電池が構成されている
ことから、その固体酸化物形燃料電池により、アルカリ成分を含まない無アルカリガラス
系シール材１０により接合されているため、たとえばステンレス鋼製のガス配管やセパレ
ータなどの周辺部材との間の接合部の反応が抑制される利点がある。
【００６５】
　また、本実施例のＳＯＦＣ１２用無アルカリガラス系シール材１０を用いて、ＳＯＦＣ
１２とそれの周辺部材であるガス管２４とを接合した固体酸化物形燃料電池が製造される
ので、その製造方法により、Ｎａ、Ｋなどのアルカリ金属成分を含まない無アルカリガラ
ス系シール材により接合されているため、たとえばステンレス鋼製のガス配管やセパレー
タなどの周辺部材との間の接合部の反応が抑制される利点がある。
【００６６】
　図８は、無アルカリガラス系シール材１０が適用された、他のアノード支持形ＳＯＦＣ
( 固体酸化物形燃料電池セル) ５０と、そのＳＯＦＣ５０に気密に接合されたガス管５２
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とを模式的に示す断面図である。このＳＯＦＣ５０は、たとえばジルコニア系酸化物また
はマグネシア等の多孔質体から構成された絶縁性の支持基材であって燃料ガスを流通させ
る内部空間５３を備えた中空箱型支持基材５４と、その支持基材５４の上面５４ａおよび
下面５４ｂ上に層状に形成された燃料極層５６と、その燃料極層５６上に積層された固体
電解質膜５８と、その固体電解質膜５８上に積層された空気極層６０とから構成されてい
る。それら燃料極層５６、固体電解質膜５８、空気極層６０は、図３の実施例に示される
燃料極１６、固体電解質膜１８、空気極２０と同様の材質から同様の工程により構成され
た焼結体である。そして、中空箱型支持基材５４の相反する向きの一対の側面５４ｃおよ
び５４ｄには、内部空間５３と連通する貫通孔６２がそれぞれ形成されており、燃料ガス
ＦＧを供給するためのステンレス鋼製或いはセラミックス製のガス管５２が、その端面５
２ａを一対の側面５４ｃおよび５４ｄに当接させ且つ貫通孔６２を通して中空箱型支持基
材５４の内部空間５３と連通する状態で、ガス管５２の端部と中空箱型支持基材５４の側
面５４ｃおよび５４ｄの間に塗布されて溶融された無アルカリガラス系のシール材１０に
より、その側面５４ｃおよび５４ｄにそれぞれ気密に接合されて封止されている。中空箱
型支持基材５４の一対の上面５４ａおよび下面５４ｂ上に固着された固体電解質膜５８の
周縁部と燃料極層５６と一対の上面５４ａおよび下面５４ｂとの間は、同様に、そこに塗
布されて溶融された無アルカリガラス系のシール材１０により封止されている。
【００６７】
　図９は、複数個のアノード支持形ＳＯＦＣ( 固体酸化物形燃料電池セル) ７０が一体的
に連ねられて構成された例が示されている。すなわち、角筒形状の燃料極７２と、その燃
料極７２の一面上の４箇所において、固体電解質膜７４と空気極層７６とが順次積層され
ることで、共通の燃料極７２の上に４個のＳＯＦＣ７０が形成されている。それら燃料極
７２、固体電解質膜７４、空気極層７６は、図３の実施例に示される燃料極１６、固体電
解質膜１８、空気極２０と同様の材質から同様の工程により構成された焼結体である。そ
して、燃料極７２と同様の角筒形状のガス管７８がその燃料極７２の端面７２ｃに当接さ
せられた状態で、無アルカリガラス系シール材１０により、それら燃料極７２とガス管７
８とが気密に接合されている。
【００６８】
　以上、本発明の一実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、これはあくまでも一実施
形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を加えた態様で実施する
ことができる。
【符号の説明】
【００６９】
１０：ＳＯＦＣ１２用無アルカリガラス系シール材
１２、５０、７０：ＳＯＦＣ（固体酸化物形燃料電池セル）
２４、５２、７８：ガス管( 周辺部材)
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