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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イオン輸送デバイス要素であって、
　ａ）基板と、
　ｂ）前記基板の表面の少なくとも一部をコーティングするシーリング要素において、ケ
イ酸バリウム相（Ｂａ５Ｓｉ８Ｏ２１およびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３）、ヘキサセルシアン相
（ｈ－ＢａＯ・Ａｌ２Ｏ３・２ＳｉＯ２またはｈ－ＢＡＳ２）、およびサンボルナイト相
（ＢａＯ・２ＳｉＯ２またはＢＳ２）、ならびに残存ガラス相を含み、１０体積％未満の
残存ガラス相および１１～１２．８ｐｐｍ／℃の熱膨張係数を有する、前記シーリング要
素と
　を含む、前記イオン輸送デバイス要素。
【請求項２】
　ＳｉＯ２：ＢａＯのモル比が、１：１と４：１との間である、請求項１に記載のイオン
輸送デバイス要素。
【請求項３】
　ＳｉＯ２：Ａｌ２Ｏ３のモル比が、３：１～７：１の範囲にある、請求項１に記載のイ
オン輸送デバイス要素。
【請求項４】
　存在するＳｉＯ２の量が、６０．０モル％～６５．０モル％の範囲にある、請求項１に
記載のイオン輸送デバイス要素。
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【請求項５】
　存在するＡｌ２Ｏ３の量が、４．０モル％～１０モル％の範囲にある、請求項１に記載
のイオン輸送デバイス要素。
【請求項６】
　前記シーリング要素が、０．４～０．６の範囲のガラス安定度値（Ｋｇｌ）を有する、
請求項１に記載のイオン輸送デバイス要素。
【請求項７】
　前記イオン輸送デバイスが固体酸化物燃料電池である、請求項１に記載のイオン輸送デ
バイス要素。
【請求項８】
　前記イオン輸送デバイスが酸素輸送膜デバイスである、請求項１に記載のイオン輸送デ
バイス要素。
【請求項９】
　前記シーリング要素が、５％未満の残存ガラス相を有する、請求項１に記載のイオン輸
送デバイス要素。
【請求項１０】
　前記シーリング要素が、２％未満の残存ガラス相を有する、請求項１に記載のイオン輸
送デバイス要素。
【請求項１１】
　シールコーティングをイオン輸送デバイスに適用する方法であって、
　ａ）ケイ酸バリウム相（Ｂａ５Ｓｉ８Ｏ２１およびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３）、ヘキサセル
シアン相（ＢａＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８）、サンボルナイト相（ＢａＳｉ２Ｏ５）、および残存
ガラス相を加熱時に形成するガラス組成物を形成する工程と、
　ｂ）前記ガラス組成物を粉砕して、５００ｎｍと１０ミクロンとの間の範囲の平均粒径
（ｄ５０）を有するガラス粉末を生成する工程と、
　ｃ）前記ガラス粉末をバインダおよび液体と混合してスラリーを形成する工程と；
　ｄ）前記イオン輸送デバイスの表面の少なくとも一部を前記スラリーでコーティングす
る工程と、
　ｅ）１０体積％未満の残存ガラス相および１０．５～１２．８ｐｐｍ／℃の熱膨張係数
（ＣＴＥ）を有する結晶構造を有する前記イオン輸送デバイスにシールコーティングを形
成するために、コーティングされたイオン輸送デバイスを加熱および焼結する工程と
　を含む方法。
【請求項１２】
　前記コーティングされたイオン輸送デバイスを焼結させることが、前記コーティングさ
れたイオン輸送デバイスを、８００℃～９００℃の範囲の温度で２～４時間の範囲の時間
にわたって焼結させることを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記コーティングされたイオン輸送デバイスを加熱して、結晶構造を有するシールコー
ティングを形成することが、前記コーティングされたイオン輸送デバイスを、２～６時間
の時間で９００℃～１０００℃の温度に加熱することを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記コーティングされたイオン輸送デバイスを、２～８時間の時間で１０００℃～１１
００℃の温度に加熱して、前記シールコーティング内の残りのガラスの体積％を低減させ
ることをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、固体酸化物燃料電池に関し、特に、固体酸化物燃料電池スタックま
たは酸素輸送膜用途のための改良されたガラスセラミックシールに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　固体酸化物燃料電池（ＳＯＦＣ）は、化学反応によって電気を発生するデバイスである
。図１は、複数の積層された「セル」を含む従来のＳＯＦＣアセンブリを示しており、各
セルが、アノード層１０２、カソード層１０４、および電解質層１０６を含んでいる。燃
料電池は、その電解質材料によって典型的には特徴付けられ、ＳＯＦＣは、固体酸化物ま
たはセラミック電解質を有している。
【０００３】
　ＳＯＦＣの作動の際、酸化剤、通常は空気が、カソード１０４によって画定される複数
のエアチャネル１０８を通って供給される一方で、燃料、例えば水素ガス（Ｈ２）は、ア
ノード１０２によって画定される複数の燃料チャネル１１０を通って供給される。典型的
には、酸化剤および燃料チャネルは、互いに直角で配向している。アノードおよびカソー
ド層は、電解質層１０６によって分かれている。作動の際、酸化剤は、カソードにおいて
酸素イオンに還元される。これらの酸素イオンは、固体酸化物電解質を通ってアノードに
拡散することができ、ここで、これらのイオンは、燃料を電気化学的に酸化することがで
きる。この反応において、副生成物の水、ならびに２つの電子が放出される。これらの電
子は、アノードを通って外部回路（図示せず）に輸送され、次いで、カソードに戻り、外
部回路において電気エネルギー源を付与している。
【０００４】
　外部回路における電子の流れは、約１ボルトのオーダーで電位を供給する。より大きな
電圧を発生させるために、燃料電池は、「相互接続」接合し直接隣接するセルを通って電
流を伝導させる多数の個々のセルから構成される「スタック」で典型的には配置される。
図１のスタックの設計は、平板または「平面」ＳＯＦＣであり、３つの別個の「セル」が
、繰り返し配列で配置されて示されている。隣接するセルは、各セルが発生する電気が合
わされ得るように直列に各セルを接続する働きをする相互接続１１２によって分離されて
いる。
【０００５】
　平面ＳＯＦＣ構成は、他のタイプの燃料電池よりも多くの利点を有するが、燃料－酸化
剤の混合を防止しかつスタックを電気的に絶縁するのに適切なシーリングを付与すること
が難しい。シール漏れは、不十分なデバイス性能（燃料電池不良を含む）、コストのかか
るデバイスメンテナンス、および安全関連の問題をもたらす可能性がある。平面ＳＯＦＣ
では、シーラントがセルの他の全ての要素に接触するため、厳しい要件にさらされる。好
適なシーリング材料は、非導電性でなければならず、また、ＳＯＦＣの非常に高い作動温
度（典型的には８００～８５０℃）で機能することができ、酸化および還元両方の環境、
ならびに作動の際にＳＯＦＣ内で発生する反応ガスに耐性を有することが可能でなければ
ならない。
【０００６】
　シーリング材料は、高温および繰り返される熱サイクルで、長時間の稼働に耐え抜くこ
とが可能でなければならない。シーリング材料は、セル要素の熱膨張率と異なる率で膨張
するとき、シーリング材料がクラッキングするか、またはセル要素のクラッキングを引き
起こすかのいずれかであり得る。結果として、シール材およびスタック要素の熱膨張係数
（ＣＴＥ）は、ＳＯＦＣの作動の際にシーラントとセルとの間の熱応力を回避するために
、可能な限り近く保たれている。
【０００７】
　ガラスセラミックスは、最も有望なシーラントの１つである、なぜなら、ガラスの結晶
化（すなわち、結晶の性質、形状および体積分率）を制御することによって、材料のＣＴ
Ｅを調整して、セル要素、例えば、イットリア安定化ジルコニア（ＹＳＺ）、ランタンス
トロンチウムチタネート（ＬＳＴ）、ランタンストロンチウムマンガナイト（ＬＳＭ）、
および酸化ニッケル－ＹＳＺ複合体などのＣＴＥと一致させることができるからである。
また、ガラスセラミックスは、機械的堅牢性、セル作動温度における長期安定性、電気的
絶縁挙動、セル要素の良好な湿潤、ならびに、ペーストに分散されたガラスフリット粉末
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としてまたは後に焼結および結晶化の熱処理に付されるテープキャストシートとしてシー
ルされる表面への容易な適用を示す。
【０００８】
　本発明の譲受人に譲渡されている、「Ｔｈｉｎ，Ｆｉｎｅ　Ｇｒａｉｎｅｄ　ａｎｄ　
Ｆｕｌｌｙ　Ｄｅｎｓｅ　Ｇｌａｓｓ－Ｃｅｒａｍｉｃ　Ｓｅａｌ　ｆｏｒ　ＳＯＦＣ　
ｓｔａｃｋ」に関する、Pariharらによる米国特許出願第２０１１／０２００９０９号は
、サンボルナイト（ＢａＯ．２ＳｉＯ２）結晶相、ヘキサセルジアン（ＢａＯ．Ａｌ２Ｏ

３．２ＳｉＯ２）結晶相、および残存ガラス相を含むシールを教示している。ガラスセラ
ミックスのサンボルナイト含有率の増加が、結果としてのＣＴＥの増加をもたらして、Ｓ
ＯＦＣスタックとの良好な一致を付与することができる一方で、結晶化後に高いサンボル
ナイト含有率を有する母材ガラスは、最適な焼結挙動を示さず、結果として、熱処理（焼
結＋結晶化）後に多孔質のシール層を生ずる可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そのため、固体酸化物燃料電池スタックのための改良されたガラスセラミックシールが
必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、概して、イオン輸送デバイス、例えば固体酸化物燃料電池スタックまたは酸
素輸送膜用途のためのガラスセラミックシールを対象とする。本発明の好ましい実施形態
は、ＳＯＦＣセル／スタックの全体のＣＴＥ（好ましくは、約１１～１２．８ｐｐｍ／℃
）と厳密に一致するのに十分高い熱膨張係数、良好な焼結挙動、および非常に少ない残存
ガラス相（シールの安定性に寄与する）を示す、バリウム－アルミニウム－シリカ系をベ
ースとしたガラスセラミックシーラント材を含む。
【００１１】
　上記は、後に続く本発明の詳細な説明をより良好に理解することができるように、本発
明の特徴および技術的利点をむしろ広範に概説している。以下に、本発明のさらなる特徴
および利点を説明する。開示されている概念および具体的な実施形態は、本発明の同じ目
的を実行するために他の構造を修飾または設計するための基礎として容易に利用され得る
ことが当業者に認識されるべきである。また、かかる等価の構造は、添付の特許請求の範
囲に記載されている本発明の精神および範囲から逸脱しないことも当業者に理解されるべ
きである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本開示は、より良好に理解され得、その多くの特徴および利点が添付の図を参照するこ
とによって当業者に明らかになる。
【図１】図１は、複数の積層された「セル」を含む従来のＳＯＦＣアセンブリを示す。
【図２】図２は、本発明の実施形態によるガラスセラミックシーラント材によってコーテ
ィングされたＳＯＦＣアセンブリを示す。
【図３】図３は、本発明の実施形態によるシーラント材を焼成するための、種々の加熱プ
ロファイルとＣＴＥとの関係のグラフ表示である。
【図４】図４は、ＬＳＭ基板と、本発明の実施形態に従って作製されたシーラント材との
間の熱応力を示すグラフである。
【図５】図５は、２１％の残存ガラスを生ずる典型的な２工程焼成プロセスを用いて作製
された従来技術のシーラント材を示すＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図６】図６は、２％の残存ガラスを生ずる、本発明の実施形態による３工程焼成プロセ
スによって作製されたシーラント材を示すＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図７】図７は、空気中、８５０℃で６０００時間にわたって２つの異なる３工程加熱サ
イクルによって形成された実施形態によるシールの長期熱安定性を示すグラフである。
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【図８】図８は、３工程焼結サイクル（８５０℃２時間＋９６０℃２時間＋１０５０℃２
時間）でシールした、本明細書における実施形態による系Ａおよび系ＢのガラスのＸＲＤ
分析の結果を示すグラフである。
【００１３】
　添付の図は、スケール通りに描かれることは意図されていない。図において、種々の図
に示されている同一または略同一の各要素は、同様の数字によって表されている。明確さ
のために、全ての図において、全ての要素について標識していない場合がある。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態は、イオン輸送デバイス、例えば固体酸化物燃料電池（ＳＯＦＣ）シ
ステムにおいて用いられ得る。ＳＯＦＣは、低放出および低ノイズ作動で高効率の発電の
可能性を付与する。ＳＯＦＣはまた、電気効率、コジェネレーション効率、および燃料加
工の簡素さの好ましい組み合わせも付与すると見られる。ＳＯＦＣの使用の一例は、住居
または他の建造物におけるものである。ＳＯＦＣは、住居を加熱するのに用いられる同じ
燃料、例えば天然ガスを用いることができる。ＳＯＦＣシステムは、発電して住居に電力
を供給するように長時間にわたって運転することができ、過剰量が発電されると、過剰分
は、電気グリッドに供され得る。また、ＳＯＦＣシステムにおいて発生した熱は、住居に
熱水を提供するのに用いられ得る。ＳＯＦＣは、電気サービスが信頼できないまたは存在
しないエリアにおいて特に有用であり得る。
【００１５】
　固体酸化物燃料電池（ＳＯＦＣ）におけるガラスセラミックシールは、燃料電池のフレ
ームと燃料電池に含有される電解質との間の堅牢な気密シールを提供することが意図され
る。シーリング材料は、高温（典型的には８００～８５０℃）での長時間の供給、酸化お
よび還元雰囲気において作動の際に繰り返される熱サイクル、ならびに作動の際にＳＯＦ
Ｃ内で発生する反応ガス（Ｈ２、ＣＯ、ＣＯ２、Ｈ２Ｏ、ＣＨｘ、ＮＯｘ、ＳＯｘを含む
）との接触に耐え抜くことが可能でなければならない。
【００１６】
　シーリング材料は、ＣＴＥがＳＯＦＣセル／スタック要素のＣＴＥから離れすぎている
と、シーリング材料がクラッキングする場合があるか、またはセル／スタック要素におい
てクラックを発生させる場合があるかのいずれかである。かかるクラッキングは、シーリ
ングプロセス、すなわち、作動の前に行われる、ＳＯＦＣセル／スタックにおけるシール
材の熱処理（焼結および結晶化）の際、および燃料電池／スタックの作動に関連する熱サ
イクリングの際の両方で起こり得る。後者に関しては、作動中の、セル／スタックまたは
シーラントのクラッキングが、短期間および長期間の両方において起こり得る（すなわち
、作動の際に作動状態もしくは安定な温度に至るまでの最初の加熱の際、またはＳＯＦＣ
設備のシャットダウン後の冷却／再加熱の際）。シーリング材料またはＳＯＦＣセル／ス
タックによって経験される不良は、例えば、シーラントとセル／スタック要素との間の過
剰な熱膨張ミスマッチ、およびＳＯＦＣ作動状態でのＳＯＦＣセル／スタックにおける非
熱的に安定なシーラントの使用に原因があり得る。
【００１７】
　ＳＯＦＣ作動の際またはシャットダウンおよび再始動操作の際のシーラントとセル／ス
タックとの間の熱応力を低減させるために、シール材の熱膨張係数（ＣＴＥ）は、ＳＯＦ
Ｃセル／スタックのＣＴＥに可能な限り一致させるように適合され得る。このことは、シ
ーラントの組成を変更することによって達成され得る。一般的な解決策は、熱応力を最小
にするために、ＳＯＦＣセル／スタックの全体のＣＴＥと厳密に一致するＣＴＥを有する
ガラスセラミックシールを設計することである。ゼロの熱応力が一般に望ましいが、ＳＯ
ＦＣセル／スタックとシールとの間の熱応力をゼロに維持するのは困難である。異なるセ
ラミック酸化物（ＬＳＭ、ＮｉドープトＹＳＺ、ＹＳＺ）の相から構成されているＳＯＦ
Ｃセル／スタックにおいて、ＳＯＦＣセル／スタック要素自体の間で発生する引張応力は
望ましくない、なぜなら、セラミック材料があまり高い引張強度を有さないからである。
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いくらかの熱応力が典型的には存在するということを考えて、出願人らは、シールのＣＴ
ＥがＳＯＦＣセル／スタックのＣＴＥと比較して引張よりもむしろ圧縮を結果として生じ
させると、ＳＯＦＣセル／スタックにとってより有益であるということを発見した。その
ため、有益な小さな応力をＳＯＦＣ要素に付与するためには、シール層を、最小応力（例
えば、シールとスタックとの間のＣＴＥミスマッチが０ｐｐｍ／℃超であるが；３ｐｐｍ
／℃以下、または１ｐｐｍ／℃以下でさえある）下に保つことが高度に望ましい。
【００１８】
　本発明の実施形態は、所望の焼結性およびＣＴＥを達成するという点において非常に有
利な挙動を有するシーラント組成物およびかかる組成物を形成する方法を提供し、これら
は、シーラントとＳＯＦＣセラミック要素との間のＣＴＥミスマッチに起因したＳＯＦＣ
セル／スタックにおける熱応力を最小にすることによって、ＳＯＦＣ寿命を長くすること
に寄与する。本発明によるシーラントは、シールが高ＣＴＥ材料、例えば酸素輸送膜、Ｈ

２輸送膜、セラミック膜反応器間で必要とされる種々のイオン輸送デバイスに、または高
温電気分解による使用のために適用され得る。
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態は、バリウム－アルミニウム－シリカ系をベースとしたガラ
スセラミックシーラント材を含むことができる。より詳細に以下に記載されているように
、かかるシーラント材は、ＳＯＦＣセル／スタックの全体のＣＴＥ（好ましくは、約１１
～１２．８ｐｐｍ／℃）と厳密に一致するのに十分高い熱膨張係数、良好な焼結挙動、お
よび非常に少ない残存ガラス相（シールの安定性に寄与する）を示すことができる。
【００２０】
　本明細書に記載のシール材および方法はまた、ＳＯＦＣおよび非ＳＯＦＣ用途の両方に
おいて、高ＣＴＥ（例えば、約１０ｐｐｍ／℃超）を有する２つの構造、材料または基板
間で結合を形成するためにも用いられ得る。例えば、本発明によるガラスセラミックシー
ル層は、ＳＯＦＣスタックと、ガスを当該スタックに送達するためのマニホールドとの間
の結合を形成するのに用いられ得る。本発明によるガラスセラミックシール材はまた、電
気化学システムにおける可能性のある用途、構造用途などでのセラミック、金属、金属－
セラミックスの結合を含めた、非ＳＯＦＣ用途で種々の高ＣＴＥ材料を結合するのにも用
いられ得る。
【００２１】
　ある実施形態によると、本発明のシーラントは、３つの相：ケイ酸バリウム相（Ｂａ５

Ｓｉ８Ｏ２１およびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３）、ヘキサセルシアン相（ｈ－ＢａＯ．Ａｌ２Ｏ

３．２ＳｉＯ２またはｈ－ＢＡＳ２）、ならびにサンボルナイト相（ＢａＯ．２ＳｉＯ２

またはＢＳ２）の複合混合物において結晶化することが見出されているバリウム－アルミ
ナ－シリカ系をベースとすることができる。これらの相は、それぞれ、１０ｐｐｍ／℃、
８．０ｐｐｍ／℃、および１３．０ｐｐｍ／℃付近のＣＴＥをそれぞれ有する。最終のガ
ラスセラミックシールにおける３つの相の相対百分率は、（１）母材ガラスの組成、なら
びに（２）適用される熱処理（焼結および結晶化の両方を含む）によって決定される。か
かるガラスセラミックスのサンボルナイト含有率の増加は、結果としてのＣＴＥの増加を
もたらし、シーラントのＣＴＥを、より高い平均ＣＴＥ（例えば、平均１２～１２．５ｐ
ｐｍ／℃のＣＴＥ）を有するＳＯＦＣスタック設計に適応させることを可能尾にする。し
かし、ガラスセラミックの最終のサンボルナイト含有率が高すぎると、ガラス状化合物の
焼結挙動が悪影響を受ける。本発明の好ましい実施形態において、サンボルナイト含有率
は、約６０体積％～約９０体積％、より好ましくは、約８５体積％～９０体積％の範囲で
ある。
【００２２】
　より詳細に以下に記載されているように、ガラスセラミックシーラント材は、例えば、
本明細書に記載の適量（モル％）の予備焼成アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、炭酸バリウム（Ｂ
ａＣＯ３）、およびシリカ（ＳｉＯ２）を含有する粉末混合物を溶融することによって調
製され得る。いくつかの好ましい実施形態において、例えば水酸化バリウム、石英、湿潤
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アルミナなどの種々の出発原料を用いることができる。得られた材料は、再凝固されて、
０．５～１０ミクロン、より好ましくは０．７～４ミクロンの範囲の平均粒径を有し、ｄ
５が約５ミクロン、ｄ５０が約１ミクロン、ｄ９０が約０．５ミクロンであるような粒度
分布を有するガラス粉末に破砕されてよい。ガラス粉末は、バインダおよび液体と混合さ
れてスラリーを形成することができ、また、スプレーにより適用されて、図２に示すよう
にＳＯＦＣスタックの表面をコーティングすることができる。最適な焼成条件（後述）で
シーリング後、ガラスセラミックがセラミック要素に結合して、アノード、電解質、およ
びカソード（ニッケル－ＹＳＺ、ＹＳＺ、およびＬａ－ＳｒＭｎＯ３－ＬＳＭからそれぞ
れ形成され得る）間に気密シールを形成することにより、漏れ止めシールによって燃料ガ
スを酸素ガスストリームから分離する。
【００２３】
　本発明の好ましい実施形態は、存在するＳｉＯ２の量が、約６０～６５モル％、好まし
くは、約６２～６３モル％、より好ましくは、約６２．３モル％であるバリウム－アルミ
ナ－シリカシーラントを含む。存在するＢａＯの量は、約２５～３５モル％、好ましくは
、約３０～３２モル％、より好ましくは、約３１．２モル％である。存在するＡｌ２Ｏ３

の量は、約３～１５モル％、好ましくは、約５～１０モル％、より好ましくは、約６．５
モル％である。存在するＴｉＯ２およびＺｒＯ２の量は、０～４モル％である。ＳｉＯ２

：ＢａＯのモル比は、好ましくは、約１：１と約４：１との間、より好ましくは、約２：
１である。ＳｉＯ２：Ａｌ２Ｏ３のモル比は、好ましくは、約１：１と約１０：１との間
、約３：１と約６：１との間、より好ましくは、約４．８：１である。
【００２４】
　後述する熱サイクルに関連して、本発明の実施形態は、残存ガラスが１０％未満、例え
ば５％未満、３％未満、２％未満、または１％未満でさえある安定なガラスセラミックシ
ールを提供することができる。また、本発明の実施形態は、約１１～１２．８ｐｐｍ／℃
のＣＴＥを提供することができる。かかるシールは、酸素輸送膜（ＯＴＭ）－例えば、約
１１ｐｐｍ／℃のＣＴＥを有するＯＴＭ、またはＳＯＦＣセル／スタック－例えば約１２
．０ｐｐｍ／℃の平均ＣＴＥを有するＳＯＦＣでの使用に特に有用である。
【００２５】
　好適なＣＴＥ値に加えて、本発明によるＳＯＦＣシール用途に好適なシール材は、無孔
の漏れ止めシールを形成するのに用いられ得るような良好な焼結性も示すべきである。ガ
ラスセラミック材料では、通常、ガラス転移温度（Ｔｇ）を超えてガラス成形体を加熱す
る際、焼結および結晶化プロセス間で競争がある。所与の加熱速度における所与のガラス
粉末に関しての焼結および結晶化開始温度間の差が大きいほど、結晶化前の焼結が容易で
ある。
【００２６】
　示差走査熱量測定（ＤＳＣ）は、ガラス転移温度（Ｔｇ）、ガラス結晶化開始温度（Ｔ

ｘ）、および溶融温度（Ｔｍ）を含めた、ガラスサンプルの加熱の際の種々の熱事象の発
生を特定する技術として広く用いられている。ガラス粉末の焼結は、ガラス転移温度（Ｔ

ｇ）を僅かに超える温度で始まり、結晶化開始温度（Ｔｘ）で大幅に減速する。そのため
、Δ（Ｔｘ－Ｔｇ）として表される基準は、所与の加熱速度における所与の組成のガラス
粉末成形体の焼結性に関する良好な指標である。
【００２７】
　本発明の好ましい実施形態のガラス組成物は、ガラス結晶化温度（Ｔｘ）とガラス転移
温度（Ｔｇ）との間の差が、約２０℃／分の加熱速度で、約１００℃と約４００℃との間
の範囲内、好ましくは、約１５０℃超、より好ましくは、約１６０℃超であることができ
る。
【００２８】
　ガラスの焼結性を決定する別の方法は、上記のようにＤＳＣ分析を用いて、ガラスの熱
的特性を用いて決定することができるＨｒｕｅｂｙパラメータ（Ｋｇｌ＝［（Ｔｘ－Ｔｇ

）／（Ｔｍ－Ｔｘ）］）の使用によるものである。より高いＫｇｌ値を有するガラスは、
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より低い結晶化傾向を有し、これによりガラスの焼結をより容易にする。本発明の好まし
い実施形態のシール材は、約０．４超、より好ましくは、約０．５超、またはより好まし
くは、約０．６超のＫｇｌ値さえも有することができる。いくつかの実施形態において、
シール材のＫｇｌの上限値は約０．９である。
【００２９】
　一実施形態において、本発明は、セラミック基板、例えば、典型的な平面ＳＯＦＣにお
いて用いられるセラミック材料のうち１種以上に適用されるシール材を対象とする。標準
のＳＯＦＣを形成するのに用いられる典型的なセラミック材料として、ＮｉＯおよびイッ
トリア安定化ジルコニア（ＹＳＺ）複合体（アノードを形成するのに用いられる）、ラン
タンストロンチウムマンガナイト（ＬＳＭ）（カソードを形成するのに用いられる）、Ｙ
ＳＺ（電解質層を形成するのに用いられる）、ならびにランタンストロンチウムチタネー
ト（ＬＳＴ）（相互接続層を形成するのに用いられる）が挙げられる。これらの材料につ
いて膨張率測定分析によって測定されたＣＴＥ値を表１に列挙する。
【表１】

【００３０】
　本発明の好ましい実施形態によるシーラントでの使用に好適なガラスは、本明細書に記
載の適量（モル％）の予備焼成アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、炭酸バリウム（ＢａＣＯ３）、
およびシリカ（ＳｉＯ２）を含有する粉末混合物を溶融することによって調製され得る。
この溶融は、約１５００℃と約１６００℃との間の範囲内の温度において、ジュール加熱
された白金坩堝において行われ得る。溶融物は、約１時間と約３時間との間の時間にわた
って精製され得、次いで水急冷され、結果としてガラスフリットを生ずることができる。
得られたガラスフリットは、０．５～１０ミクロン、より好ましくは０．７～４ミクロン
の範囲の平均粒径を有し、ｄ９０が約５ミクロン、ｄ５０が約１ミクロン、ｄ５が約０．
５ミクロンであるような粒度分布を有するガラス粉末を生成するように、遊星型ボールミ
ル粉砕されて、篩い分けされ得る。
【００３１】
　得られる粉末の粒度分布（ＰＳＤ）および比表面積（ＳＳＡ）は、例えば、Ｈｏｒｉｂ
ａ（Ｈｏｒｉｂａ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｉｎｃ．，Ｉｒｖｉｎｅ，ＣＡ）ＬＡ９２
０レーザー散乱ＰＳＤ分析装置およびＭｉｃｒｏｍｅｒｉｔｉｃｓ（Ｍｉｃｒｏｍｅｒｉ
ｔｉｃｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｃｏｒｐ．，Ｎｏｒｃｒｏｓｓ，ＧＡ）Ｔｒｉ－Ｓｔ
ａｒ　ＡＳＡＰ　２０００　ＳＳＡ分析装置を用いてそれぞれ決定され得る。
【００３２】
　ガラス粉末は、ポリマー性バインダおよび有機溶媒と混合されて、ガラス粒子のスラリ
ーを生成することができる。このスラリーは、次いで、種々の技術、例えば、エアースプ
レー、プラズマスプレー、およびスクリーン印刷などによって固体酸化物セラミック部分
または他の好適な基板に薄層として堆積され得る。好ましい技術は、エアースプレーであ
る。次いで、コーティングされた基板（「サンプル」）が、注意深く制御された条件下に
加熱されて、ガラス層を焼結および結晶化し、薄い、無孔の、高度に結晶化された漏れな
いシール層を基板上に形成することができる。
【００３３】
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　シール材を焼結および結晶化するための加熱は、典型的な２段階焼成プロセスに中間結
晶化加熱工程が添加された３段階プロセスで好ましくは行われるが、いくつかの実施形態
においては、２段階または１段階プロセスさえも用いられ得る。２つ以上の中間結晶化加
熱工程が用いられてもよい。本明細書に記載の加熱段階は、サンプル、例えばＳＯＦＣス
タックを、従来のオーブンまたは炉において３ＭＰａ未満の圧力で加熱することによって
実施され得る。３段階プロセスの第１工程において、シール材は、約８００～８５０℃の
温度で約２～４時間にわたってコーティング基板を加熱することによって焼結および緻密
化を経る。
【００３４】
　次に、サンプルが、約２～６時間の時間で約８９５～９６０℃の温度に加熱されて、シ
ール材が核形成および結晶化を経ることを可能にする。この中間加熱段階（２部結晶化プ
ロセスにおける第１工程）は、シール材の溶融が起こらない、シーリング材料の融点より
も十分に離れて低くあるべきである。この加熱工程は、上記３つの相：Ｂａ５Ｓｉ８Ｏ２

１およびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３のケイ酸バリウム相（約１０ｐｐｍ／℃のＣＴＥを有する）
、ｈ－ＢａＯ．Ａｌ２Ｏ３．２ＳｉＯ２またはｈ－ＢＡＳ２のヘキサセルシアン相（約８
ｐｐｍ／℃のＣＴＥを有する）、ならびにＨ－サンボルナイトＢａＯ．２ＳｉＯ２または
ＢＳ２の相（約１３．５ｐｐｍ／℃のＣＴＥを有する）；の全体的な微細構造の形成を引
き起こす。重要なことに、ケイ酸バリウム相は、８９５℃で結晶化し始め、ヘキサセルシ
アン相は、約９５０℃で結晶化し始める。また、この中間工程の持続は、ケイ酸バリウム
およびヘキサセルシアン相の結晶化の継続を助ける。このように、この中間結晶化工程は
、ケイ酸バリウムおよびヘキサセルシアン相の結晶化を開始および助成するのに重要であ
る。この中間工程を省略する加熱サイクルは、最終のシールにおいて密度がより低く結晶
化相の百分率がより小さいシールを生じ易いことに注意されたい。有意なことに、この結
晶化工程は、不規則な構造を示す単斜晶系高温サンボルナイト多形（Ｈ－サンボルナイト
）の多くの極めて微細な結晶の結晶凝集体からなるスフェルライト結晶形成を通して主に
進行する。いくつかの実施形態において、２つ以上の中間結晶化加熱段階が用いられてよ
い。中間結晶化加熱工程は、最終のシールにおけるより大きな結晶化相百分率、およびよ
り小さな残存ガラス相百分率に寄与する。
【００３５】
　最後に、サンプルは、約２～８時間の時間で約１０００～１１００℃の温度に加熱され
て、シール材が微細構造の強化を経ることを可能にし、結果として、Ｌ－サンボルナイト
多形の形成およびＬ－サンボルナイト対Ｈ－サンボルナイト比の漸進的増加をもたらすこ
とができる。同時に、Ｈ＋Ｌサンボルナイト対他の相の比もまた、この最終の加熱期間の
際に漸進的増加を示すが、残存ガラスの百分率は漸進的に低減される。結果として、シー
ル材のＣＴＥが有意に増加する。好ましい実施形態において、残存ガラスの百分率は、２
０体積％から１体積％未満まで減少し得るが、ＣＴＥは、約１０ｐｐｍ／℃から約１２．
５ｐｐｍ／℃まで上昇する。
【００３６】
　サンプルにおけるシールコーティングは、室温で約１ミクロンと約５００ミクロンとの
間の範囲で加熱した後の厚さを有し得る。いくつかの実施形態において、サンプルにおけ
るシールコーティングは、室温で約１０ミクロンと約２５０ミクロンとの間の範囲で加熱
した後の厚さを有し得る。他の実施形態において、サンプルにおけるシールコーティング
は、室温で約２０ミクロンと約１００ミクロンとの間の範囲で加熱した後の厚さを有し得
る。
【００３７】
　さらに、シール厚さは、コーティング－乾燥－コーティング－乾燥－焼成またはコーテ
ィング－乾燥－焼成－コーティング－乾燥－焼成アプローチを繰り返し用いてシールの厚
さを増大させることにより、具体的な目的に適合するように制御され得る。ガラススラリ
ーコートは、乾燥されてよく、連続するコートが、乾燥したガラス粉末に繰り返し堆積さ
れて、所望の厚さを得ることができる。それぞれの連続するコートについて、前のコート
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を乾燥させた後で別のコートを適用することが好ましく、次いで、複数のコートシールを
単一の熱処理において一緒に焼成することができる。代替的には、シール材の追加の層を
既に焼成されたシール層の上部に堆積することができ、プロセスを複数回繰り返して所望
のシール厚さを達成することができる。
【００３８】
　上記方法は、バインダを除去した後、コーティングサンプルを、約１時間と約２４時間
との間の範囲の時間で約３００℃と約５００℃との間の範囲の温度に加熱することによっ
て、サンプルを焼結させることをさらに含むことができる。
【００３９】
　結晶化工程の際に形成される結晶のサイズが小さいほど、得られるシールの機械的特性
がより良好である。結晶サイズは、Δ（Ｔｘ－Ｔｇ）の値を決定する出発ガラスの組成に
よって、および出発ガラス粉末の粒子のサイズによって決定される。好ましい実施形態に
おいて、形成される結晶の大部分が、＜５ミクロンのサイズであり、より好ましくは、形
成される結晶の大部分が、＜１ミクロンのサイズである。
【実施例】
【００４０】
　種々のサンプルのガラス粉末混合物を、原料粉末を溶融することによって、例えば、こ
れらを約１５５０～１７００℃の温度の電気オーブンまたはＳｈｅｆｆｉｅｌｄ炉内のＰ
ｔ－Ｒｈ坩堝に１～３時間置くことによって調製した。ガラス溶融物を恒久的に撹拌し、
適切なガラス均質性を確保した。溶融後、ガラスを水中で急冷し、０．１～１０ｍのガラ
ス状粒子を形成した。サンプルのガラスフリットの組成を表２に示す。
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【表２】

【００４１】
　示差走査熱量測定（ＤＳＣ）測定を、Ｎｅｔｚｓｃｈ（Ｎｅｔｚｓｃｈ　ＧｍｂＨ，Ｓ
ｅｌｂ，Ｇｅｒｍａｎｙ）ＤＳＣ　４０４Ｃ装置を用いて約２０および５℃／分の加熱速
度でＰｔ－Ｒｈ坩堝において室温から１３５０℃まで実施し（加熱速度は各図において正
確に記されている）、各サンプルの測定を、ベースライン取得およびサファイア校正のラ
ンに先立って行った。ガラスフリットの焼結挙動を、アルゴン雰囲気および５ｇの負荷の
適用下で室温から１１００℃まで５℃／分で加熱してＳｅｔａｒａｍ（ＳＥＴＡＲＡＭ，
Ｉｎｃ．，Ｎｅｗａｒｋ，ＣＡ）ＳＥＴＳＹＳ熱機械分析計（ＴＭＡ）によって研究した
。ベースライン補正をこれら測定に適用した。ガラス粉末サンプルを１４００ｋｇの負荷
下で７×１×０．８ｃｍのスチール製ダイを用いてコールドプレスして棒材を形成し、そ
の後、これを、８００、８５０、９００、９５０、１０００、１０５０および１１００℃
（５℃／分の加熱および冷却速度）において２時間の恒温からなる種々の熱処理に付した
。
【００４２】
　ＤＳＣによる熱分析は、ガラス転移温度（Ｔｇ）、ガラス結晶化反応開始温度（Ｔｘ、
および結晶相の溶融温度または系において起こる任意の吸熱過程（Ｔｍ）の決定を可能に
する。系Ａ～Ｆについてのこれらの点の温度値を各サンプルについてのΔ（Ｔｘ－Ｔｇ）
およびＨｒｕｅｂｙパラメータ（Ｋｇｌ）値と一緒に以下の表３に列挙する。
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【表３】

【００４３】
　上記３段階焼成プロセスを用いてガラス系Ａ～Ｃのガラスから得たガラスセラミックに
おいて熱膨張測定を行った。系Ａ～ＣについてのＣＴＥ値を表５および表６にまとめる。

【表４】

【００４４】
　表２～４に示す値から、ガラス系Ｂは、最大のΔ（Ｔｘ－Ｔｇ）およびＫｇｌ値のうち
の１つを有しながらも、最高のＣＴＥを有するため、シーリング用途に最も望ましいと思
われる。ガラス系Ｂは、それゆえ、良好な焼結性を依然として維持しながら、基板のＣＴ
Ｅ値を、例えば１２～１２．５の範囲のＣＴＥを有するＳＯＦＣにさらに一致させ易い。
【００４５】
　表３に示すＤＳＣ熱分析値を、異なる出発ガラス粉末粒径を有する系Ｂの３つの異なる
配合について以下の表５に列挙する。
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【表５】

【００４６】
　ガラス系Ｂのさらに綿密な実験は、種々の温度および加熱時間における、上記第３加熱
工程の際のサンプル特性の変化を示す。以下の表６は、まず、（２段階焼成プロセスのみ
を用いて）本明細書に記載の３段階プロセスを用いずに作製したガラス系Ｂの特性を示す
。次いで、種々の加熱パラメータにおいて第３加熱工程（段階３）を用いて作製したガラ
スＢの特性を示す。この表は、それぞれ異なる加熱プロファイルについての、最終ＣＴＥ
値（ｐｐｍ／℃）、ＣＴＥ測定の標準偏差（ＳＴＤＥＶ）、および残存ガラスの百分率を
示す。表６に示すように、温度が上昇し、かつ／または加熱時間が増加すると、サンプル
材料におけるサンボルナイトを基準にした結晶相の量が増加するため、同時に残存ガラス
の百分率が減少しながら、ＣＴＥの増加をもたらす。
【表６】

【００４７】
　図３は、系Ｂの組成についての、加熱過程とＣＴＥとの関係のグラフ表示である。グラ
フは、４つの異なる温度／時間プロファイルについての最終加熱工程後のＣＴＥ値を示す
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。中実の色棒（各対の左側）に示されているサンプルについて、サンプルを、図３に示さ
れている、８５０℃で２時間加熱する最初の加熱段階、続いての最終加熱段階を有する２
段階焼成プロセスを用いて処理した。ハッシュ状の棒（各対の右側）に示されているサン
プルについて、サンプルを、図３に示されている、８５０℃で２時間加熱する最初の加熱
段階、９６０℃で２時間加熱する第２段階、続いての最終加熱段階を有する３段階焼成プ
ロセスを用いて処理した。図３に示すように、３段階焼成プロセスにより、焼成サンプル
について有意により高いＣＴＥ値が得られた。最終加熱工程（またはより早い加熱工程）
に用いる温度は、サンプル材料、厚さ、ならびに所望の最終ＣＴＥおよび結晶フラクショ
ンに応じて調整される必要がある場合がある。
【００４８】
　図４は、ＬＳＭ基板と、２段階プロセスを用いて焼成された上記系Ｂの組成物（「ＳＴ
Ｄ」としてｘ軸上に示される）および異なる３段階加熱プロファイルを用いて焼成された
組成物Ｂとの間の熱応力のグラフを示す。図４に示すように、第３の加熱プロファイル（
１０５０℃で４時間）により、約－１ＭＰａの熱応力による圧縮下でシールが生じる。
【００４９】
　本発明の好ましい実施形態はまた、従来技術のシールと比較してかなり低減された残存
ガラス百分率も示す。より低い残存ガラス百分率は、時間とともにより安定であるシール
を生じるという点で望ましい。例えば、図７は、ＳＯＦＣ作動条件において６０００時間
超で２つの異なる３工程加熱サイクルによってシールされた系Ｂについての長期熱安定性
を示す。図５は、サンプルを８５０℃で２時間加熱し、続いて９６０℃で２時間の最終加
熱段階を行う２工程の最終加熱段階を用いて作製した従来技術のシールを示すＳＥＭ顕微
鏡写真である。図５に示したサンプルを作製するのに用いたシーラント材および最終加熱
プロセスにより、２１％の残存ガラスを有するシールが得られた。対照的に、図６は、系
Ｂの組成（上記）、ならびに８５０℃で２時間の最初の焼結加熱工程、９６０℃で２時間
の中間結晶化加熱工程、および１０５０℃で２時間の最終結晶化加熱工程からなる最終加
熱プロファイルを用いて作製した本発明によるシールを示す。図６に示したサンプルを作
製するのに用いたシーラント材および最終加熱プロセスにより、わずか２％の残存ガラス
を有するシールが得られた。表６に示すように、３段階加熱サイクルにおいて１０５０℃
の最終加熱工程をさらに２時間延長することにより（合計４時間）、１％未満の残存ガラ
ス相を有するシールが得られた。
【００５０】
　漏れ速度試験
　上記ガラス系Ｂから得られたガラスセラミックディスクにおいて、ヘリウム漏れ速度試
験を実施した。ディスクは直径１インチ（２．５４ｃｍ）であり、これを、ワックスシー
ルで周囲をシールした容器に置いた。容器の内側からディスクの一方の端部に真空を適用
し、ディスクの反対側にヘリウムを供給し、ディスクの面積に正規化した。漏れ試験を室
温で実施した。ヘリウムに関する漏れ試験結果は、５．６×１０－１０ｍｂａｒＬ／Ｓｃ
ｍ２であった。換算すると８．８×１０－９ｓｃｃｓであり、これは、３．３×１０－９

ｓｃｃｓの水素漏れ速度に相当する。
【００５１】
　項
　項１：イオン輸送デバイス要素であって：
　ａ）基板と；
　ｂ）基板表面の少なくとも一部をコーティングするシーリング要素において、ケイ酸バ
リウム相（Ｂａ５Ｓｉ８Ｏ２１およびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３）、ヘキサセルシアン相（ｈ－
ＢａＯ．Ａｌ２Ｏ３．２ＳｉＯ２またはｈ－ＢＡＳ２）およびサンボルナイト相（ＢａＯ
．２ＳｉＯ２またはＢＳ２）、ならびに残存ガラス相を含み、約１０体積％未満、約６体
積％未満、約２体積％未満、または約１体積％未満の残存ガラス相、および約１１～１２
．８ｐｐｍ／℃の熱膨張係数を有する、上記シーリング要素と
　を含む、上記イオン輸送デバイス要素。
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【００５２】
　項２：イオン輸送デバイス要素であって：
　ａ）基板と；
　基板表面の少なくとも一部をコーティングするシーリング要素において：
　　ｉ）残存ガラス相と；
　　ｉｉ）ケイ酸バリウム相および／またはヘキサセルシアン相と；
　　ｉｉｉ）サンボルナイト相と
　を含み、約１０体積％未満、約６体積％未満、約２体積％未満、または約１体積％未満
の残存ガラス相、および約１１～１２．８ｐｐｍ／℃の熱膨張係数を有する、上記シーリ
ング要素と
　を含む、上記イオン輸送デバイス要素。
【００５３】
　項３：ＳｉＯ２：ＢａＯのモル比が、約１：１～約４：１、約１．５：１および約２．
５：１、または約２：１である、上記項のいずれかに記載のシーリング要素。
【００５４】
　項４：ＳｉＯ２：Ａｌ２Ｏ３のモル比が、約３：１～約７：１または約４：１～６：１
である、上記項のいずれかに記載のシーリング要素。
【００５５】
　項５：存在するＳｉＯ２の量が、約６０．０モル％～約６５．０モル％の範囲にある、
上記項のいずれかに記載のシーリング要素。
【００５６】
　項６：存在するＡｌ２Ｏ３の量が、約４．０モル％～約１０モル％の範囲にある、上記
項のいずれかに記載のシーリング要素。
【００５７】
　項７：室温で約１ミクロン～約５００ミクロンの範囲にある厚さを有する、上記項のい
ずれかに記載のシーリング要素。
【００５８】
　項８：室温で約１０ミクロン～約２５０ミクロンの範囲にある厚さを有する、上記項の
いずれかに記載のシーリング要素。
【００５９】
　項９：室温で約２０ミクロン～約１００ミクロンの範囲にある厚さを有する、上記項の
いずれかに記載のシーリング要素。
【００６０】
　項１０：ガラス結晶化温度とガラス転移温度との間の差が、約５℃／分の加熱速度で約
２００℃～約３００℃の範囲、約５℃／分の加熱速度で約１９０℃と約２５０℃との間、
または約５℃／分の加熱速度で約２００℃未満である、上記項のいずれかに記載のシーリ
ング要素。
【００６１】
　項１１：ガラス安定度値（Ｋｇｌ）が、０．４と０．６との間の範囲、０．５と０．７
との間の範囲、０．４超、０．５超、または０．６超である、上記項のいずれかに記載の
シーリング要素。
【００６２】
　項１２：イオン輸送デバイスが固体酸化物燃料電池である、上記項のいずれか。
【００６３】
　項１３：イオン輸送デバイスが酸素輸送膜デバイスである、上記項のいずれか。
【００６４】
　項１４：固体酸化物燃料電池であって：
　ａ）複数のサブセルにおいて、それぞれが：
　　ｉ）酸素ガス源と流体連通しているカソードと；
　　ｉｉ）燃料ガス源と流体連通しているアノードと；
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　　ｉｉｉ）カソードとアノードとの間の固体電解質と
　を含む、上記サブセルと；
　ｂ）複数のサブセルの外側表面に適用され、カソード、アノード、および電解質間の気
密シールを形成して燃料ガスを酸素ガスから分離するシールコーティングにおいて、ケイ
酸バリウム相（Ｂａ５Ｓｉ８Ｏ２１およびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３）、ヘキサセルシアン相（
ｈ－ＢａＯ．Ａｌ２Ｏ３．２ＳｉＯ２またはｈ－ＢＡＳ２）およびサンボルナイト相（Ｂ
ａＯ．２ＳｉＯ２またはＢＳ２）、ならびに残存ガラス相を含み、シーリング要素が１０
体積％未満の残存ガラス相および約１０．５～１２．８または１１～１２．２ｐｐｍ／℃
の熱膨張係数（ＣＴＥ）を有している、上記シールコーティングと
　を含む、上記固体酸化物燃料電池。
【００６５】
　項１５：約１１ｐｐｍ／℃、または約１２．０～１２．５ｐｐｍ／℃のＣＴＥを有する
、項１４に記載の固体酸化物燃料電池。
【００６６】
　項１６：シールコーティングが、固体酸化物燃料電池のＣＴＥより約２ｐｐｍ／℃以内
だけ小さい、固体酸化物燃料電池のＣＴＥより約１ｐｐｍ／℃以内だけ大きい、または１
ｐｐｍ／℃未満以内の固体酸化物燃料電池のＣＴＥであるＣＴＥを有する、項１５に記載
の固体酸化物燃料電池。
【００６７】
　項１７：シールコーティングをイオン輸送デバイスに適用する方法であって：
　ａ）ケイ酸バリウム相（Ｂａ５Ｓｉ８Ｏ２１およびＢａ３Ｓｉ５Ｏ１３）、ヘキサセル
シアン相（ＢａＡｌ２ＳｉＯ８）、サンボルナイト相（ＢａＳｉ２Ｏ５）、ならびに残存
ガラス相を加熱時に形成するガラス組成物を形成する工程と；
　ｂ）ガラス組成物を粉砕して、約５００ｎｍと約１０μｍとの間の範囲の平均粒径（ｄ
５０）を有するガラス粉末を生成する工程と；
　ｃ）ガラス粉末をバインダおよび液体と混合してスラリーを形成する工程と；
　ｄ）イオン輸送デバイスの表面の少なくとも一部をスラリーでコーティングする工程と
；
　ｅ）１０体積％未満の残存ガラス相および約１０．５～約１２．８ｐｐｍ／℃、または
約１１～約１２．２ｐｐｍ／℃の熱膨張係数（ＣＴＥ）を有する結晶構造を有するイオン
輸送デバイスにシールコーティングを形成する工程と
　を含む、上記方法。
【００６８】
　項１８：結晶構造を有するイオン輸送デバイスにシールコーティングを形成することが
、コーティングされたイオン輸送デバイスを焼結させること、およびコーティングされた
イオン輸送デバイスを加熱して、結晶構造を有するシールコーティングを形成することを
含む、項１７に記載の方法。
【００６９】
　項１９：コーティングされたイオン輸送デバイスを焼結させることが、コーティングさ
れたイオン輸送デバイスを、約８００℃と約９００℃との間の範囲の温度で約２から４時
間までの間の範囲の時間にわたって焼結させることを含む、項１７に記載の方法。
【００７０】
　項２０：コーティングされたイオン輸送デバイスを加熱して、結晶構造を有するシール
コーティングを形成することが、コーティングされたイオン輸送デバイスを、約２～６時
間の時間で約９００℃～約１０００℃の温度に加熱することを含む、項１７に記載の方法
。
【００７１】
　項２１：コーティングされたイオン輸送デバイスを、約２～８時間の時間で約１０００
℃～約１１００℃の温度に加熱して、ＣＴＥおよびＬ－サンボルナイト対Ｈ－サンボルナ
イト比を増加させ、シールコーティング内の残りのガラスの体積％を低減させることをさ
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らに含む、項２０に記載の方法。
【００７２】
　項２２：コーティングされたイオン輸送デバイスを約２～８時間の時間で約１０００℃
～約１１００℃の温度に加熱することで、６０～９０％、７５～９０％、７５％超または
８５％超のサンボルナイト濃度を有するコーティングを生じさせる、項２０に記載の方法
。
【００７３】
　項２３：シールコーティングをイオン輸送デバイスに適用する方法であって：
　ケイ酸バリウム相、ヘキサセルシアン相、サンボルナイト相、および残存ガラス相を形
成するガラス組成物を形成する工程と；
　ガラス組成物を粉砕してガラス粉末を生成する工程と；
　ガラス粉末をバインダおよび液体と混合してスラリーを形成する工程と；
　イオン輸送デバイスの表面の少なくとも一部をスラリーでコーティングする工程と；
　イオン輸送デバイスに
　　（ｉ）ガラス転移温度を超えるがシーリング材料のガラス結晶化開始温度未満である
最初の加熱工程において、コーティングされたイオン輸送デバイスを焼結させること；
　　（ｉｉ）コーティングされたイオン輸送デバイスを、ガラス結晶化開始温度を超える
が、シール材の溶融が起こらない、シーリング材料の融点よりも十分に離れた低い第１結
晶化温度まで加熱することにより、シールコーティングを結晶化すること；および
　　（ｉｉｉ）第１結晶化温度を超えてシーリング材料の溶融温度よりも僅かに低い最終
結晶化温度まで、コーティングされたイオン輸送デバイスを加熱することによって、シー
ルコーティングの結晶化を完了すること
　によって、シールコーティングを形成する工程と
　を含む、上記方法。
【００７４】
　項２４：コーティングされたイオン輸送デバイスを焼結させることが、コーティングさ
れたイオン輸送デバイスを焼結させること、およびコーティングされたイオン輸送デバイ
スを加熱して、結晶構造を有するシールコーティングを形成することを含む、項２３に記
載の方法。
【００７５】
　項２５：コーティングされたイオン輸送デバイスを焼結させることが、コーティングさ
れたイオン輸送デバイスを、約８００℃と約９００℃との間の範囲の温度で約２～４時間
の範囲の時間にわたって焼結させることを含む、項２３～２４のいずれかに記載の方法。
【００７６】
　項２６：コーティングされたイオン輸送デバイスを第１結晶化温度まで加熱することが
、約２～６時間の時間で約９００℃～約１０００℃の温度に加熱することを含む、項２３
～２５のいずれかに記載の方法。
【００７７】
　項２７：コーティングされたイオン輸送デバイスを最終結晶化温度まで加熱することが
、約２～８時間の時間で約１０００℃～約１１００℃の温度に加熱して、ＣＴＥおよびＬ
－サンボルナイト対Ｈ－サンボルナイト比を増加させ、シールコーティング内の残りのガ
ラスの体積％を低減させることを含む、項２３～２６のいずれかに記載の方法。
【００７８】
　項２８：コーティングされたイオン輸送デバイスを、約２～８時間の時間で約１０００
℃～約１１００℃の温度に加熱することで、６０～９０％、７５～９０％、７５％超また
は８５％超のサンボルナイト濃度を有するコーティングを生じさせる、項２３～２７のい
ずれかに記載の方法。
【００７９】
　項２９：コーティングされたイオン輸送デバイスを最終結晶化温度まで加熱することに
よって、シールコーティングの結晶化を完了する工程の前に、１つ以上の追加の結晶化加
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熱工程をさらに含む、項２３～２８のいずれかに記載の方法。
【００８０】
　項３０：イオン輸送デバイスが固体酸化物燃料電池である、項１７～２９のいずれかに
記載の方法。
【００８１】
　項３１：イオン輸送デバイスが酸素輸送膜デバイスである、項１７～２９のいずれかに
記載の方法。
【００８２】
　本発明のシール構造および方法を固体酸化物燃料電池に関して以下に記載するが、同じ
または同様のシール構造および方法が、支持フレームにセラミックシートをシールする必
要性が存在する他の用途に用いられ得ることが理解されるべきである。本明細書に記載の
シール材および方法はまた、高ＣＴＥ（例えば、約１０ｐｐｍ／℃超）を有する２つの構
造、材料または基板間で結合を形成するためにも用いられ得る。例えば、本発明によるガ
ラスシール層は、ＳＯＦＣスタックと、ガスを当該スタックに送達するマニホールドとの
間の結合を形成するのに用いられ得る。本発明によるガラスシール材はまた、電気化学シ
ステムにおける可能性のある用途、構造用途などでのセラミック、金属、金属－セラミッ
クスの結合を含めた、非ＳＯＦＣ用途で種々の高ＣＴＥ材料を結合するのにも用いられ得
る。いくつかの非ＳＯＦＣ用途では、本発明によるガラスシール材によって付与されるシ
ールが、非気密シールであってよい。
【００８３】
　本発明は、広範な利用可能性を有しており、記載されているように、上記例において示
した多くの利益を提供することができる。実施形態は、具体的な用途に応じて大幅に変動
するが、あらゆる実施形態が、本発明によって達成可能である全ての利点を提供し、全て
の目的を満足するというものではない。明細書全体または実施例において先に記載したア
クティビティの全てが必要であるわけではないこと、ならびに具体的なアクティビティの
一部が必要でない場合があること、および１つ以上のさらなるアクティビティが上記に加
えて実施され得ることに注意されたい。また、さらには、アクティビティが記載されてい
る順序は、必ずしも、これらが実施される順序ではない。
【００８４】
　上記明細書において、具体的な実施形態を参照して概念を記載している。しかし、当業
者は、以下の特許請求の範囲に記載されている発明の範囲から逸脱することなく、種々の
修飾および変更がなされ得ることを認識する。しがたって、明細書および図は、制限的な
意味よりもむしろ例示的であるとみなされるべきであり、全てのかかる修飾が、本発明の
範囲内に含まれることが意図される。当業者は、明細書を読んだ後に、別個の実施形態の
文脈において本明細書に記載されているある一定の特徴が、明確さのために、単一の実施
形態において組み合わせて提供されてもよいことを認識する。反対に、単一の実施形態の
文脈において記載されている種々の特徴が、簡潔さのために、別個にまたは任意のサブ組
み合わせにおいて提供されてもよい。さらに、範囲で記述されている値への言及は、当該
範囲内の各値およびあらゆる値を含む。
【００８５】
　本明細書において用いられているとき、用語「シール」、「シーラント」および「シー
リング」は、本明細書に記載の本発明の実施形態による硬化または非硬化材料およびこれ
らの等価物を称するのに互換的に用いられる。本明細書において用いられているとき、用
語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎ
ｃｌｕｄｅｓ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「有する（ｈａｓ）」、「有する
（ｈａｖｉｎｇ）」またはこれらの任意の他の変形は、非排他的な包含をカバーすること
が意図される。例えば、特徴のリストを含むプロセス、方法、物品または装置は、必ずし
もこれらの特徴のみに限定されないが、かかるプロセス、方法、物品または装置に関して
明確に列挙されていないまたはこれらに固有の他の特徴を含んでいてよい。さらに、反対
であることが明確に記述されていない限り、「または（ｏｒ）」は、包括的な－または、
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よって満たされる：Ａが真（または存在する）およびＢが偽（または存在しない）、Ａが
偽（または存在しない）およびＢが真（または存在する）、ならびにＡおよびＢの両方が
真（または存在する）。また、「１つ（ａ）」または「１つ（ａｎ）」の使用は、本明細
書に記載の要素および構成成分を記載するのに利用される。このことは、単に便宜上行わ
れ、本発明の範囲の一般の意味を付与するためのものである。この記載は、１または少な
くとも１を含むと読まれるべきであり、他のことを意味することが明確でない限り、複数
も含んでいる。
【００８６】
　課題に対しての利益、他の利点、および解決手段を具体的な実施形態に関連して先に記
載している。しかし、課題に対しての利益、他の利点、解決手段、および任意の利益、利
点または解決手段を生じさせるまたはより明白にすることができる任意の特徴は、任意ま
たは全ての特許請求の範囲の厳密な、所要のまたは必須の特徴とであると解釈されてはな
らない。
【００８７】
　本発明およびその利点を詳細に記載したが、添付の特許請求の範囲によって定義されて
いる本発明の精神および範囲から逸脱することなく本明細書に記載の実施形態について種
々の変更、置換および改変がなされ得ることが理解されるべきである。また、本出願の範
囲は、本明細書に記載の事項、手段、方法および工程のプロセス、機械、製造、組成の特
定の実施形態に限定されることは意図されていない。当業者が、本発明の開示から容易に
認識するように、本明細書に記載の対応する実施形態と実質的に同じ機能を実施し、また
は実質的に同じ結果を達成する、現在存在するまたは後に開発される事項、手段、方法ま
たは工程のプロセス、機械、製造、組成は、本発明に従って利用されてよい。したがって
、添付の特許請求の範囲は、その範囲内に、事項、手段、方法または工程のプロセス、機
械、製造、組成を含むことが意図される。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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