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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方側が供給口とされ、他方側が排出口とされたガス流路が長手方向に形成されるとと
もに、固体電解質が燃料極及び空気極で挟持された発電部を有し、前記排出口側の端部が
、燃料ガス燃焼部として機能する柱状の燃料電池セルであって、長手方向の長さが１２０
ｍｍ以下であり、長手方向の熱伝導率が５Ｗ／ｍ・ｋ以上であるとともに、前記排出口側
の端部に、前記ガス流路のガス流通量を抑制するガス排出抑制孔を有する蓋状部材が設け
られていることを特徴とする燃料電池セル。
【請求項２】
　扁平柱状であることを特徴とする請求項１記載の燃料電池セル。
【請求項３】
　収納容器内に請求項１または２に記載の燃料電池セルを複数収納してなることを特徴と
する燃料電池。
【請求項４】
　収納容器内に前記燃料電池セルを加熱する加熱体を備えたことを特徴とする請求項３記
載の燃料電池。
【請求項５】
　前記加熱体は面状加熱体であることを特徴とする請求項４記載の燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
　本発明は燃料電池セル及び燃料電池に関し、特に、起動を迅速に行うことができるとと
もに、発電量のバラツキを抑制できる燃料電池セル及び燃料電池に関するものである。
【０００２】
【従来技術】
近年、次世代エネルギーとして、燃料電池セルのスタックを収納容器内に収容した燃料電
池が種々提案されている。
【０００３】
固体電解質型燃料電池は、複数の固体電解質型燃料電池セルからなるセルスタックを収納
容器内に収容して構成されており、固体電解質を用いた燃料電池は作動温度が６００～１
０００℃と高いため、この温度まで燃料電池セルを加熱する必要がある。
【０００４】
従来、円筒型の燃料電池セルが知られているが、この円筒型の燃料電池セルでは、その端
部に非発電部が形成されているため、燃料電池セルが長くなるほど非発電部の割合が小さ
くなり、発電量が増大することや発電効率が高くなることなどから、燃料電池セルの長さ
は長い方がよいとされており、文献等では５００ｍｍを越える燃料電池セルや１０００ｍ
ｍ程度の燃料電池セルが紹介されている。
【０００５】
このような長尺の円筒型燃料電池セルを用いた燃料電池においては、発電に関与しない余
剰燃料（空気及び水素）を燃焼させる燃焼室を設け、この燃焼室内の燃焼ガスにより、燃
料電池セルに導入される導入ガスを加熱するとともに、燃焼熱により間接的に燃料電池セ
ルを加熱し、熱効率を高めることが行われている。
【０００６】
また、この手法では燃料電池セル自体が熱伝導体となり、燃焼室で発生する燃焼熱を、燃
料電池セルの排出口側端部から他端部に熱伝導させ、燃料電池セル全体が加熱されている
（特許文献１参照）。
【０００７】
【特許文献１】
特開平４－２３７９６３号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような長尺の燃料電池セルを用いる燃料電池では、燃料電池セル自体
を熱伝導体として燃料電池セルを加熱する効果は小さくなっている。
【０００９】
また、燃料電池セルが大きいために、急激に加熱すると燃料電池セル内部での温度差が大
きくなり、破壊に至るため、徐々に昇温する必要がある。そのため、起動時間が非常に長
くなり、加熱を開始してから燃料電池が発電を開始するまでに、長時間を要する。
【００１０】
　また、頻繁に起動停止を行うような運転の形態では、発電時間に対して、起動時間の割
合が自ずと増えるため、発電が行えない昇温時間が長くなり、これにより格段に発電効率
を低下させることになる。一方で、燃料電池セル内に形成されたガス流路の断面積にバラ
ツキがあった場合には、燃料電池セル間で供給されるガス量が均一とならず、発電量の低
下や燃料電池セルが破壊するといったおそれがある。
【００１１】
　本発明は、起動時間を大幅に短縮できるとともに、燃料電池セルの発電量のバラツキを
抑制できる燃料電池セル及び燃料電池を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明の燃料電池セルは、一方側が供給口とされ、他方側が排出口とされたガス流路が
長手方向に形成されるとともに、固体電解質が燃料極及び空気極で挟持された発電部を有
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し、前記排出口側の端部が、燃料ガス燃焼部として機能する柱状の燃料電池セルであって
、長手方向の長さが１２０ｍｍ以下であり、長手方向の熱伝導率が５Ｗ／ｍ・ｋ以上であ
るとともに、前記排出口側の端部に、前記ガス流路のガス流通量を抑制するガス排出抑制
孔を有する蓋状部材が設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　このような燃料電池セルでは、燃料電池セルの排出口側の端部近傍で燃料ガスと酸素含
有ガスとを混合させ、燃焼させることで、燃焼熱を発生させることができる。
【００１４】
　この燃焼熱を、燃料電池セル自身を熱伝導体として、燃料電池セルの排出口側の端部と
逆の端部にまで伝導する場合、燃料電池セルの長さが、燃焼熱を燃焼部と逆の端部に伝導
する時間を決定する要素となる。本発明の燃料電池セルでは、燃料電池セルの長さを１２
０ｍｍ以下とすることで、燃料電池の起動時間を大幅に短縮できる。
【００１５】
また、燃料電池セルの熱伝導率も、熱伝導に要する時間を決定する要素であり、燃料電池
セルの熱伝導率を高くすることで、燃料電池の起動時間を短くすることができる。具体的
には燃料電池セルの燃料極を厚くする、あるいは、金属成分を多く含む支持体を用いるこ
とで、燃料電池セルの熱伝導率を高くすることができる。本発明の燃料電池セルでは、長
さ方向の熱伝導率を５Ｗ／ｍ・ｋ以上とすることで、大幅に起動時間を短縮することがで
きる。
【００１６】
　さらに、本発明の燃料電池セルにおいては、排出口側の端部に、ガス流路のガス流通量
を抑制するガス排出抑制孔を有する蓋状部材が設けられていることから、仮に、燃料電池
セル内に形成されたガス流路の断面積にばらつきがあったとしても、燃料電池セルのガス
排出口側の端部に、燃料電池セルの内部に設けられたガス流路のガス流通量を抑制し、流
体抵抗を増大させるガス排出抑制孔を有する蓋状部材を設けることで、燃料電池セルに供
給されるガス量は、燃料電池セルのガス流路の断面積に影響されず、ガス排出抑制孔を有
する蓋状部材によって制御される。
【００１７】
　そのため、複数の燃料電池セルにそれぞれ供給されるガス量を容易に均一にすることが
でき、各燃料電池セルの発電量のばらつきを容易に抑制することができるため、発電量の
低下や、発電効率の低下や、燃料電池セルの破損を防止できる。
【００１８】
　また、前記蓋状部材を、耐熱性、耐熱衝撃性、強度に優れ、酸化雰囲気、還元雰囲気で
安定な部材とすることで、急激な加熱によっても燃料電池セルが破損することがなくなる
。
【００１９】
　さらに、燃料電池セルが短いため、ガス流路を通過するガスの速度が速く、ガス利用率
が低下する傾向があるが、蓋状部材のガス排出抑制孔により、ガスの流通量を抑制できる
ため、ガス利用率を向上できる。
【００２０】
　また、本発明の燃料電池セルは、扁平柱状であることを特徴とする。
【００２１】
　このような燃料電池セルでは、燃料電池セルが扁平柱状であることから、燃料電池セル
１本当たりの発電面積を増加させることができ、燃料電池セルの長さが短くなることによ
るセル一本当たりの発電量の低下を補うことができる。
【００２３】
また、本発明の燃料電池は、収納容器内に、上記燃料電池セルを複数収納してなることを
特徴とする。このような燃料電池では、燃料電池の起動時間を大幅に短縮できる。
【００２４】
また、本発明の燃料電池は、収納容器内に燃料電池セルを加熱する加熱体を設けたことを
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特徴とする。
【００２５】
　このような燃料電池では、燃料電池セルの排出口側の端部からの熱伝導による加熱に加
え、収納容器内にも燃料電池セルを直接加熱する加熱体を設けることで、さらに、燃料電
池セルが発電可能な温度に達するまでの時間が短縮され、起動時間を短縮することができ
る。
【００２６】
また、本発明の燃料電池は、加熱体が面状加熱体であることを特徴とする。
【００２７】
このような燃料電池では、加熱体を面状加熱体とし、燃料電池セルの側面に対向して配置
することで、燃料電池セルの側面の大部分を同時に加熱することが可能となるため、燃料
電池セルの温度差による破壊を防ぐことができると同時に、急速な加熱が可能となり、さ
らに、起動時間を短縮できる。
【００２８】
また、このような加熱体による加熱の効果は、燃料電池の長さが短いほど大きくなり、ま
た、熱伝導率が大きいほど大きくなる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の燃料電池の一形態を示すもので、符号１は断熱構造を有する収納容器を
示している。
【００３０】
収納容器１は、耐熱性金属からなる枠体（図示せず）と、この枠体の内面に設けられた断
熱材（図示せず）とから構成されている。
【００３１】
この収納容器１の内部には、複数の燃料電池セル２が集合した燃料電池セルスタック３が
複数収納され、燃料電池セルスタック３を構成する燃料電池セル２の下端部は、燃料電池
セル２の支持体を兼ねた燃料ガスタンク５の上蓋６に支持固定され、上端部は仕切り板７
に支持固定されている。
【００３２】
この仕切り板７により、収納容器１内に発電室９と燃焼室１１が形成されている。また、
この仕切り板７には酸素含有ガスを発電室９から燃焼室１１に導入する酸素含有ガス排出
孔１３が形成されている。
【００３３】
　この燃焼室１１に突出した燃料電池セル２の排出口側の端部近傍で、余剰の燃料ガスを
燃焼させ、発生した燃焼熱を燃料電池セル２の加熱に利用する。この燃焼室１１に突出し
た燃料電池セル２の排出口側の端部には、燃料電池セル２内のガス流通量を制御し、燃料
電池セル２を急激な加熱から保護する蓋状部材１４が設けられている。なお、燃焼室１１
には、起動時に着火するための着火源（図示せず）が設けられている。
【００３４】
また、燃料ガスタンク５の上蓋６と底板並びに側板とで、燃料ガスタンク室１５を構成し
ており、この燃料ガスタンク室１５には燃料電池セル２の発電に要する燃料ガスを導入す
る燃料ガス導入管１７が接合されている。
【００３５】
　燃料ガスタンク５の上蓋６にはガス通路（貫通孔）が形成され（図示せず）、このガス
通路は燃料電池セル２のガス流路に連通しており、燃料ガスは、燃料ガス導入管１７、燃
料ガスタンク室１５を介し、ガス通路、燃料電池セル２のガス流路を通過し、燃料電池セ
ル２の排出口側の端部に設けられた蓋状部材１４のガス排出抑制孔から、燃焼室１１へと
導入される。
【００３６】
そして、本発明の燃料電池では、例えば、燃料電池セル２の側方、すなわち、燃料電池セ
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ル２の側面と所定間隔をおいて燃料電池セル２を加熱する加熱体１９が配置されている。
加熱体１９には、加熱体１９に加熱用ガスを供給する加熱用ガス導入管２１が接合されて
いる。加熱体１９に供給される加熱用ガスは、少なくとも燃料電池セル２に酸素を供給す
るために、酸素を含有し、さらに、加熱体１９を燃焼バーナーとして用いる場合には可燃
性ガスを含有する。発電や燃焼に用いられた排気ガスは燃焼室１１の側方に設けられたガ
ス排気管２３より燃料電池外へ廃棄される。
【００３７】
燃料電池セルスタック３は、例えば、図２に示すように、複数の燃料電池セル２を２列に
整列させ、隣設した２列の最外部の燃料電池セル２の電極同士が導電部材２５で接続され
、これにより２列に整列した複数の燃料電池セル２が電気的に直列に接続されている。
【００３８】
一方の燃料電池セル２と、他方の燃料電池セル２との間には、金属フェルト及び／又は金
属板からなる集電部材２７を介在させ、一方の燃料電池セル２の燃料極２ｂを、支持体２
ａに設けられたインターコネクタ２ｅ、集電部材２７を介して他方の燃料電池セル２の空
気極２ｄに電気的に接続して、セルスタック３が構成されている。
【００３９】
　図３は燃料電池セル２の構造を具体的に説明するもので、燃料電池セル２は、断面が扁
平状で、全体的に見て楕円柱状であり、弧状部ｍと、平坦部ｎがあり、その内部には複数
のガス流路２９が長手方向に形成されている。
【００４０】
この燃料電池セル２は、断面が扁平状で、全体的に見て楕円柱状の多孔質な支持体２ａの
外面に、金属を主成分とする多孔質な燃料極２ｂ、緻密質な固体電解質２ｃ、多孔質な導
電性セラミックスからなる空気極２ｄを順次積層し、空気極２ｄと反対側の支持体２ａの
外面にインターコネクタ２ｅを形成して構成されている。
【００４１】
　この燃料電池セル２は、ガス流路２９方向に長い形状であり、燃料電池セル２のガス流
路２９方向（長手方向）の長さは、起動時間短縮のため、１２０ｍｍ以下であり、１００
ｍｍ以下が望ましく、さらに、８０ｍｍ以下が望ましい。
【００４２】
また、燃料電池セル２のガス流路２９方向の熱伝導率は、起動時間短縮のため、５Ｗ／ｍ
・ｋ以上であり、７．５Ｗ／ｍ・ｋ以上が望ましく、さらに、１０Ｗ／ｍ・ｋ以上が望ま
しい。
【００４３】
　このように燃料電池セル２の長手方向の熱伝導率を５Ｗ／ｍ・ｋ以上とするには、例え
ば、支持体２ａに熱伝導率が大きいＮｉ等を多く含有させることが有効である。また、同
時に、支持体２ａは多孔質であることが必要であり、また、支持体２ａの熱膨張係数を固
体電解質２ｃなどと合わせる必要があるため、Ｎｉと熱膨張係数の小さい無機粉末とを混
合して支持体２ａを作製する必要がある。
【００４４】
　従来、無機粉末としてＹ２Ｏ３を固溶したＺｒＯ２が用いられているが、例えば、これ
に変えて熱膨張係数の低いＹ２Ｏ３を無機粉末として用いることで、支持体２ａのＮｉ量
を増加させることができ、支持体２ａの熱伝導率を大きくすることができる。このように
、燃料電池セル２の大部分を占める支持体２ａの熱伝導率を大きくすることで燃料電池セ
ル２の長手方向の熱伝導率を大きくすることができる。また、高熱伝導率を有する支持体
２ａが燃料電池セル２で占める割合を増やすことで、燃料電池セル２の長手方向の熱伝導
率を大きくすることができる。
【００４５】
燃料電池セル２において燃料極２ｂ、固体電解質２ｃ、空気極２ｄが重畳した部分が発電
する部分である。
【００４６】
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燃料電池セル２の燃料極２ｂ、固体電解質２ｃ、空気極２ｄが重畳した部分は、発電室９
の中央部に存在し、燃料電池セル２の両端部は、固体電解質２ｃの上面に空気極２ｄが形
成されていない領域が形成されており、燃料電池セル２の両端部は発電に寄与していない
。この空気極２ｄが形成されていない燃料電池セル２の両端部が燃料タンク上蓋６、仕切
り板７に支持されている。また、緻密な固体電解質２ｃにより、発電室９内における固体
電解質２ｃの内外のガス混合を防止している。
【００４７】
　図４は、排出口側の端部に蓋状部材１４を具備した燃料電池セル２を具体的に説明する
斜視図である。蓋状部材１４により、燃料電池セル２のガス流量を制御することができ、
燃料電池セル２間のガス流量のばらつきを防止できる。また、燃料電池セル２を急激な加
熱から保護できる。
【００４８】
この蓋状部材１４はキャップ形状をしており、ガス排出抑制孔３１が形成された遮蔽板１
４ａ、燃料電池セル２に外嵌する環状体１４ｂとから構成されている。
【００４９】
この蓋状部材１４を用いることで、仮に、燃料電池セル２内に形成されたガス流路２９の
形状が複数の燃料電池セル２間でばらついても、各燃料電池セル２に供給されるガス量を
均一にすることができ、燃料電池の発電能力を向上させることができ、また、燃料枯れに
伴い発生する金属成分の酸化による燃料電池セル２の電気的抵抗の増大や、空気枯れに伴
い発生する固体電解質２ｃと、空気極２ｄとの剥離による燃料電池セル２の破壊を防止で
きる。
【００５０】
図５は、排出口側端部に蓋状部材１４を具備した燃料電池セル２を具体的に説明する断面
図である。
【００５１】
　燃料電池セル２の排出口側の端面３３と、蓋状部材１４のガス排出抑制孔３１が設けら
れた遮蔽板１４ａ間には共通ガス室３５が形成されている。このように燃料電池セル２の
排出口側端面３３と遮蔽板１４ａ間に共通ガス室３５を設けることで、複数のガス流路２
９を通過するガスは一旦、共通ガス室３５で合流するため、ガス排出抑制孔３１は例えば
一つだけでもよい。ガス排出抑制孔３１の数は少ないほど蓋状部材１４の生産性が向上し
、また、部材としての強度も向上する。
【００５２】
また、共通ガス室３５を設けることで、燃料電池セル２と蓋状部材１４との接点が減少す
るため、燃料電池セル２と蓋状部材１４との取り付けが容易になる。
【００５３】
　燃料電池セル２内部に供給されるガスは、燃料電池セル２の排出口側の端部とは逆側の
端部からガス流路２９に導入され、共通ガス室３５を経て、蓋状部材１４に設けられたガ
ス排出抑制孔３１を通過し、燃料電池セル２外に排出される。また、燃料電池セル２の外
部には、他のガスが供給され、多孔質の燃料極２ｂ、緻密質の固体電解質２ｃ、多孔質の
空気極２ｄが積層された発電部で、燃料極２ｂと空気極２ｄ間の酸素濃度差に基づく発電
が行われる。
【００５４】
　蓋状部材１４は、余剰のガスの燃焼により急激に加熱される燃料電池セル２の排出口側
の端部を保護する機能も併せ持つため、急激な加熱に伴う燃料電池セル２の破壊を防止す
ることができる。
【００５５】
また、燃料電池セル２はガス流路２９が短いため、ガス利用率が低下する傾向にあるが、
蓋状部材１４を設けることで燃料電池セル２のガス流通量を抑制できるため、燃料利用率
を高くすることができる。
【００５６】
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なお、この蓋状部材１４は、耐熱性、耐熱衝撃性、強度に優れ、酸化雰囲気、還元雰囲気
で安定なアルミナやジルコニア、安定化ジルコニア、部分安定化ジルコニアなどが好適に
用いられる。また、ガス排出抑制孔３１は穴状であっても、スリット状であってもよいが
、作製が容易であり、より精度よくガス量を制御できる点から、スリット状であることが
望ましい。また、ガス排出抑制孔３１は一つであっても、複数であってもよい。
【００５７】
以上のように構成された燃料電池では、定常運転時には、外部からの酸素含有ガス（例え
ば空気）を加熱用ガス導入管２１により、加熱体１９を通じ、発電室９の燃料電池セル２
間に噴出させるとともに、燃料ガス（例えば水素）を燃料ガス導入管１７により、燃料ガ
スタンク室１５を介し、燃料電池セル２のガス流路２９内に供給し、発電室９における燃
料電池セル２において発電させる。
【００５８】
　発電に用いられなかった余剰の燃料ガスは、ガス流路２９の上端から蓋状部材１４のガ
ス排出抑制孔３１を介して燃焼室１１内に噴出し、発電に用いられなかった余剰の酸素含
有ガスは、酸素含有ガス排出孔１３から燃焼室１１内に噴出し、余剰の燃料ガスと余剰の
酸素含有ガスを反応させて、燃料電池セル２の排出口側の端部近傍で燃焼させ、燃焼ガス
を発生させ、この燃焼ガスは燃焼室１１の側方に設けられたガス排気管２３から排出され
る。
【００５９】
　このような構造を有する燃料電池では、燃焼室１１の燃料電池セル２の排出口側の端部
近傍で発生した燃焼熱が、燃料電池セル２自身を熱伝導媒体として、燃料電池セル２を加
熱できる。
【００６０】
　また、起動時には外部からの酸素含有ガス（例えば空気）と可燃性ガスとを加熱用ガス
導入管２１により、加熱体１９を通じ、発電室９の燃料電池セル２間に噴出させ、加熱体
１９の表面で燃焼させ、燃料電池セル２を燃料電池セル２の側面から直接加熱し、余剰の
酸素含有ガスは、酸素含有ガス排出孔１３から燃焼室１１内に噴出する。さらに、燃料ガ
ス導入管１７により、燃料ガスタンク室１５を介し、燃料電池セル２のガス流路２９内を
通過し、さらに、蓋状部材１４に設けられたガス排出抑制孔３１を通過し、燃焼室１１に
噴出した燃料ガスと、余剰の酸素含有ガスとは燃焼室１１で燃焼し、燃料電池セル２を燃
料電池セル２の燃焼室１１側の排出口側の端部から加熱し、さらに起動時間を短縮できる
。
【００６１】
従って、本発明では、燃料電池セル２のガス流路２９方向の長さが１２０ｍｍ以下である
ため、起動に要する時間を短縮することができる。また、燃料電池セル２のガス流路２９
方向の熱伝導率が５Ｗ／ｍ・ｋ以上であるため、起動に要する時間を短縮できる。
【００６２】
さらに、このようなガス流路２９方向の長さが１２０ｍｍ以下で、熱伝導率が５Ｗ／ｍ・
ｋ以上の燃料電池セル２を、収納容器１内に設けた加熱体１９により直接加熱することで
、さらに、起動時間を短縮することができる。
【００６３】
この加熱体１９は、電気式のヒーターでも、ガス燃焼式のバーナーでもよい。エネルギー
効率の点からはガス燃料式のバーナーが優れており、エネルギー効率を重視する場合、ガ
ス燃焼式のバーナーを用いることが望ましい。また、電気式のヒーターは、制御が容易と
いう点で望ましい。これらの加熱体１９は、燃料電池セル２近傍に配置し、燃料電池セル
２を直接加熱できるようにすることが望ましい。
【００６４】
また、加熱体１９は面状の加熱体１９であることが望ましい。加熱体１９を面状加熱体と
し、燃料電池セル２の側面に対向して配置することで、燃料電池セル２の側面の大部分を
同時に加熱することが可能となるため、燃料電池セルの温度差による破壊を防ぐことがで
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きると同時に、急速な加熱が可能となり、さらに、起動時間を短縮できる。
【００６５】
　また、発電に寄与しなかった余剰の燃料ガスと酸素含有ガスの燃焼熱を、熱交換器など
を利用し、導入ガスの加熱に用いることも可能であり、これにより、さらに起動時間を短
縮できる。例えば、収納容器１内の燃焼室１１に熱交換器を設け、この熱交換器に加熱用
ガス導入管２１と、加熱体１９を接続する。排出される燃焼ガスと、発電に用いられる酸
素含有ガスとを熱交換器で熱交換し、酸素含有ガスを予熱する。予熱された酸素含有ガス
を加熱体１９に導入し、酸素含有ガスを燃料電池セル２に供給する。このような構造では
、酸素含有ガスの予熱を行うためのバーナーを別途設ける必要がなく、小型にでき、しか
も燃焼ガスを有効利用できる。
【００６６】
なお、本発明は上記形態に限定されるものではなく、発明の要旨を変更しない範囲で種々
の変更が可能である。例えば、上記形態では、図２に示したような楕円柱状で複数のガス
流路２９を有する燃料電池セル２を用いてセルスタック３を構成した例について説明した
が、燃料電池セル２は円筒状で、ガス流路２９が一つであっても良く、燃料電池セル２の
形状は特に限定されるものではない。
【００６７】
【実施例】
先ず、ＮｉＯ粉末、８ＹＳＺ粉末（Ｙ2Ｏ3を８モル含有するＺｒＯ2）とＹ2Ｏ3粉末とを
混合し、この混合物に、ポアー剤と、ＰＶＡからなる有機バインダーと、水からなる溶媒
とを加え、混合した支持体材料を押出成形して、内部にガス流路を有する扁平状の支持体
成形体を作製し、これを乾燥した。
【００６８】
この支持体成形体を用いて、焼成後に長さが５０ｍｍ～３００ｍｍとなるように支持体成
形体を加工し、乾燥後、１０００℃で仮焼した。
【００６９】
次に、ＮｉＯ粉末、Ｙ2Ｏ3粉末を、ＮｉＯの金属Ｎｉ換算量とＹ2Ｏ3粉末との比が体積比
で４８：５２となるように混合し、これにポアー剤を添加し、アクリル系バインダーとト
ルエンを加えて、燃料極材料スラリーを作製し、仮焼した支持体成形体表面に厚さが２０
μｍになるよう印刷し、燃料極成形体を形成した。
【００７０】
また、８ＹＳＺ粉末（Ｙ2Ｏ3を８モル含有するＺｒＯ2）にアクリル系バインダーとトル
エンを加えて得たスラリーからドクターブレード法にて厚み４０～６０μｍの固体電解質
シート状成形体を作製した。
【００７１】
次に、支持体成形体の仮焼体上に燃料極成形体を形成した表面に、上記固体電解質シート
状成形体を、その両端間が平坦部で所定間隔をおいて離間するように巻き付け、乾燥し、
１０５０℃で仮焼した。
【００７２】
この後、ＬａＣｒＯ3系材料と、アクリル樹脂からなる有機バインダーと、トルエンから
なる溶媒とを混合したインターコネクタ材料を用いてインターコネクタシート状成形体を
作製し、先に作製した仮焼体の、露出した支持体成形体の仮焼体の平坦部外面に積層し、
支持体成形体、燃料極成形体、固体電解質シート状成形体の仮焼体に、インターコネクタ
シート状成形体を積層した。次に、この積層体を脱バインダ処理し、大気中にて１５００
℃で同時焼成した。
【００７３】
この積層体を、ＬａＦｅＯ3系材料粉末と、ノルマルパラフィンからなる溶媒を含有する
ペースト中に浸漬し、仮焼した固体電解質シート状成形体の表面に空気極成形体をディッ
ピングにより形成し、また、上記ペーストを焼成したインターコネクタの外面に塗布し、
１１５０℃で焼き付け、空気極を形成するとともに、インターコネクタの外面にＰ型半導
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【００７４】
なお、支持体の長径（ｍ－ｍ間距離）は２６ｍｍ、短径は３．５ｍｍ（ｎ－ｎ間距離）、
固体電解質の厚みは４０μｍ、空気極の厚みは５０μｍ、燃料極の厚みは１０μｍ、イン
ターコネクタの厚みは５０μｍ、Ｐ型半導体の厚みは５０μｍであった。また、それぞれ
の燃料電池セルの両端部にはそれぞれ１５ｍｍの非発電部を形成した。
【００７５】
　この燃料電池セル２の排出口側の端部にＺｒＯ２製の蓋状部材１４を外嵌した。
【００７６】
蓋状部材１４を外嵌した燃料電池セル２を用いて、起動試験を行った。燃料電池セル２の
ガス流路２９に燃料ガスを流し、燃料電池セル２の排出口側に外嵌された蓋状部材１４近
傍で燃料ガスを燃焼させ、燃料電池セル２の他端部の温度を、熱電対を用いて測定し、８
００℃になるまでに要した時間を測定した。なお、燃料電池セル２の熱伝導率はＪＩＳ　
Ｒ１６１１に則り、測定した。
【００７７】
表１に燃料電池セル２の熱伝導率が５Ｗ／ｍ・ｋのとき、長さを５０～３００ｍｍの範囲
で変化させ、燃料電池セル２の他端部の温度が８００℃になるまでに要した時間を示す。
【００７８】
【表１】

【００７９】
この表１の結果より、本発明の範囲外である燃料電池セル２の長さが１２０ｍｍを超える
試料Ｎｏ．５、６は、８００℃に達するまでに約１時間程度かかっており、起動時間が長
いことが判る。一方、本発明の燃料電池セル２の長さが１２０ｍｍ以下である試料Ｎｏ．
１～４では３５分以下で８００℃に達しており、十分、実用に耐えるものである。
【００８０】
次に、燃料電池セルの長さを８０～１２０ｍｍと変化させ、熱伝導率を２．５～１２．５
Ｗ／ｍ・ｋの範囲で変化させる以外は、上記と同様にし、燃料電池セル２の他端部が８０
０℃になるまでに要した時間を測定し、その結果を表２に示す。
【００８１】
【表２】
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【００８２】
この表２から、本発明の範囲外である熱伝導率が５Ｗ／ｍ・ｋ未満である試料Ｎｏ．７、
１２、１７では、８００℃になるまでに要した時間がいずれも４０分を超えており、起動
時間が長いことが判る。
【００８３】
一方、本発明の範囲である試料Ｎｏ．８～１１、１３～１６、１８～２１では、いずれも
３５分以内に、燃料電池セル２の他端部の温度が８００℃に達しており、迅速な起動がで
きた。さらに、熱伝導率が７．５Ｗ／ｍ・ｋの試料Ｎｏ．９、１４、１９では２５分以内
の起動が可能であり、より迅速な起動ができた。また、さらに、熱伝導率が１０Ｗ／ｍ・
ｋの試料Ｎｏ．１０、１５、２０では２０分以内の起動が可能であり、さらに、迅速な起
動ができた。
【００８４】
以上の結果より、同じ熱伝導率で比較した場合、燃料電池セル２の長さが短い試料ほど短
時間で昇温が可能であることから、燃料電池セル２の長さは１２０ｍｍ以下であることが
必要である。また、さらに１００ｍｍ以下であることが望ましく、特に燃料電池セル２の
長さを８０ｍｍ以下にすることで大幅に昇温時間を短縮できる。
【００８５】
また、昇温時間を短縮するためには、燃料電池セル２の熱伝導係数を５Ｗ／ｍ・ｋ以上に
することが必要である。また、燃料電池セル２の熱伝導係数を７．５Ｗ／ｍ・ｋ以上にす
ることで、さらに昇温時間を短縮することができる。また、特に望ましくは、燃料電池セ
ル２の熱伝導係数を１０Ｗ／ｍ・ｋ以上にすることで、さらに大幅に昇温時間を短縮する
ことができる。
【００８６】
さらに、燃料電池セル２を加熱する加熱体１９を設けることで、さらに起動時間を短縮す
ることができることがわかる。
【００８７】
【発明の効果】
　本発明の燃料電池セルでは、片端に燃焼部を有する燃料電池セルの長さを１２０ｍｍ以
下とし、熱伝導率を５Ｗ／ｍ・ｋ以上とすることで、燃料電池セルの加熱に要する時間を
大幅に短縮することが可能となり、起動時間を大幅に短縮できる。また、排出口側の端部
に、ガス流路のガス流通量を抑制するガス排出抑制孔を有する蓋状部材が設けられている
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ことから、発電量のバラツキを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の燃料電池を示す縦断面図である。
【図２】図１のセルスタックを示す横断面図である。
【図３】図１の燃料電池セルを示す横断面斜視図である。
【図４】本発明の燃料電池セルを示す斜視図である。
【図５】図４の燃料電池セルを示す断面図である。
【符号の説明】
１・・・収納容器
２・・・燃料電池セル
２ｂ・・・燃料極
２ｃ・・・固体電解質
２ｄ・・・空気極
１４・・・蓋状部材
１９・・・加熱体
２９・・・ガス流路
３１・・・ガス排出抑制孔

【図１】 【図２】



(12) JP 4072049 B2 2008.4.2

【図３】 【図４】

【図５】
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