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(1115-11) 

【蓄電池・エネルギーシステム分野】 

 

仮訳 

 

グリーンなエネルギーをグリーンに貯蔵(米国) 

2015 年 9 月 24 日 

 

蓄電池で屋根のソーラーパネルから家庭に電力供給 

 

マサチューセッツ州ケンブリッジ，2015 年 9 月 24 日－ ハーバード大学の科学者・

技術者チームは、安全かつ費用対効果の高い方法で太陽光や風力のような断続的なエネル

ギー源からの電力を家庭用および事業用に貯蔵することができる蓄電池を実証した。この

新しい研究は、同チームのメンバーの以前の取り組みである「グリッド用のより安価で信

頼性の高い電力貯蔵に関する研究」を基礎としている。 

 

この改良されたフロー蓄電池は、安全かつ費用対効果の高い方法で太陽光や風力のような断続的な

エネルギー源からの電力を家庭用および事業用に貯蔵することができる。固体電極の蓄電池と異な

り、フロー蓄電池は燃料電池と同様に外部タンク（ここでは赤色と緑色のもの）に入った液体にエネル

ギーを貯蔵する。 

（写真提供：Kaixiang Lin 氏） 
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風力や太陽光の断続的な供給力と需要の変動性との間に生じるミスマッチは、再生可

能エネルギー源から必要とする電力の大部分を得ようとする際に大きな障害となる。この

問題は、風が吹いていないときや太陽が出ていないとき、長期にわたって供給できる大量

の電力エネルギーを費用対効果の高い方法で貯蔵することにより解決できる。 

 

この蓄電池を稼働すると、電子は、水に溶けた安価で地球上に豊富にある元素（炭

素、酸素、窒素、水素、鉄、カリウム） からなる化合物によりやり取りされる。この化

合物は無毒・不燃性で広く利用可能であり、他の蓄電池システムより安全で安価に蓄電池

を提供できる。 

 

「自宅の地下室にも安心して置ける化学物質が使われています」と、ハーバード大学

ポールソン校工学・応用科学部（Harvard Paulson School of Engineering and 

Applied Sciences；SEAS）の特別教授（Gene and Tracy Sykes Professor of Materials 

and Energy Technologies）でプロジェクト研究責任者の Michael J. Aziz 氏は言う。

「無毒で安価かつ豊富にある物質が水溶液中にあるということは、安全で発火の恐れがな

く、生活圏内に大量の電力エネルギーを貯蔵しておける利点があるということです。」 

 

研究内容は、本日発行の科学誌「Science」に掲載されている。 

 

この新しい蓄電池の化学成分は、共同執筆者でハーバード大学特別教授（Thomas 

Dudley Cabot Professor of Chemistry and Professor of Materials Science）の Roy 

Gordon 氏と共同研究している博士研究員（ポスドクフェロー） Michael Marshak 氏と

大学院生の Kaixiang Lin 氏が発見した。  

 

「蓄電池電圧を私達が開発した従来材料のものから約 50％以上増加させるために、あ

りふれた有機色素と安価な食品添加物を結合させました」と Gordon 氏は言う。この発見

により、「初めて高性能・不燃性・無毒性・非腐食性で安価なフロー蓄電池のための化学

物質が実現したのです。」 

 

固体電極をもつ蓄電池と異なり、フロー蓄電池は、燃料電池と同様に外部タンクに入

った液体にエネルギーを貯蔵する。タンク（エネルギー容量を決定する部分）と液体がポ

http://www.seas.harvard.edu/
http://www.seas.harvard.edu/
http://www.seas.harvard.edu/directory/aziz
http://www.sciencemag.org/content/349/6255/1529.short
http://www.seas.harvard.edu/directory/rgordon
http://www.seas.harvard.edu/directory/rgordon
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ンプでくみ上げられ電気化学変換が起こるハードウェア（最大発電容量を決定する部分）

は、それぞれ自由な容量で設計ができる。貯蔵できるエネルギー量はタンクのサイズを好

きな様に大きくすればよいため、従来の蓄電池システムよりも低コストでより多くのエネ

ルギー量を貯蔵することが可能となった。 

 

フロー蓄電池の稼働の仕組みについては、下記ビデオを参照のこと。 

（動画）https://www.youtube.com/embed/4ob3_8QjmR0 

 

ほとんどのフロー蓄電池の設計に使われる電解質の活物質は、酸に溶けたバナジウム

のような金属イオンであった。金属は、高価で腐食性があり取扱いが困難で、動力学的に

鈍く非効率をもたらす。昨年、Aziz 氏とハーバード大学の同僚は、金属を光合成や細胞

呼吸のような生物学的プロセスに不可欠となる豊富で天然の化学物質であるキノンと呼ば

れる有機（炭素ベース）分子に置き換えたフロー蓄電池を実証した

（http://www.seas.harvard.edu/news/2014/01/organic-mega-flow-battery-promises-

breakthrough-for-renewable-energy）。水溶液中のキノンが電池の負極電解質側を形成

する一方、陽極側は他の蓄電池にもよく用いられる従来の臭素を含んだ電解質でできてい

た。ハーバード大学がヨーロッパの企業にライセンスしたこの高性能で低コストな技術

は、拡張性のあるグリッドレベルの電力貯蔵解決策を提供する可能性をもつ。 

しかし、臭素の毒性と揮発性は、熟練の専門家により保護柵の中で安全に取扱わなけ

ればならないほど注意が必要である。 

よってチームは、家庭にも事業用にも安全に普及できる化学薬品を用いて同等の貯蔵

利点（安価で長持ちかつ効率的）のある新しい方法を探し始めた。本日発行の科学誌「サ

イエンス」に掲載された新しい蓄電池では、臭素をフェロシアニドという無毒で非腐食性

のイオンに置き換えている。 

「『シアン化合物』という言葉を含むので、これも毒性があると思われるかもしれま

せん」と、共同執筆者で現在コロラド大学ボールダー校の化学助教である Marshak 氏は

説明する。「シアン化合物は体内の鉄と非常に強く結びついて致死的な作用を及ぼしま

す。フェロシアニドは最初から鉄と結びついているので安全なのです。実際、フェロシア

ニドは食品添加物や肥料にも広く用いられています。」 

https://www.youtube.com/embed/4ob3_8QjmR0
http://www.seas.harvard.edu/news/2014/01/organic-mega-flow-battery-promises-breakthrough-for-renewable-energy
http://www.seas.harvard.edu/news/2014/01/organic-mega-flow-battery-promises-breakthrough-for-renewable-energy
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フェロシアニドは水溶性が高く酸性よりもアルカリ性の溶液で安定するので、ハーバ

ード大学のチームは、昨年開発した元の蓄電池の酸性環境とは対照的に、アルカリ条件下

で溶けやすく安定するキノン化合物と組み合わせた。 

Marshak 氏は、濃縮アルカリ溶液に触れることと損傷した使い捨て単三電池に触れる

こととを比較する。「食べたりまき散らしたりしたいものではないですが、それを別とす

れば大した問題ではありません。」 

アルカリ溶液を用いることに他の利点もある。非腐食性であるため、フロー蓄電池シ

ステムの部品はプラスチックなどのよりシンプルで安価な材料から構成することができる

のである。 

「第一世代のフロー蓄電池は、バナジウムや鉄またはクロムといった遷移金属からな

る単一元素の組み合わせでした」と、ユナイテッド ・ テクノロジー研究センターの電気

化学系プロジェクトリーダーの Michael Perry 氏（本研究には関与していない）は言

う。「現在、一つの完全なシステム内に求める性質や特性をもたらす人工的な分子の可能

性を調べているところです。さらなる研究が必要とされるのはもっともですが、ハーバー

ド大学のチームはまさに次世代化学の有効性を実証しています。」 

蓄電池の専門家で著名な大学教授でありケース・ウェスタン・リザーブ大学の特別教

授（George S. Dively Professor of Engineering）の Robert F. Savinell 氏（ハーバード

大学の本研究には関与していない）は、この新技術には他のフロー蓄電池のコンセプトに

対して『持続可能な材料で非常に低コストにできる可能性、実用的な出力密度での高効

率、そして安全でシンプルな作動』などの大きな優位点がある、と同意する。「このフロ

ー蓄電池の手法が短期間の開発を経て速やかに商業的に導入される道を開くであろうこと

が期待されます。」 

ハーバード大学の Office of Technology Development は研究チームと密接に連携し、 

エネルギー貯蔵市場の複雑な変化の舵取りや、新しい化学を商業化する体制の整った企業

との関係構築に取り組んでいる。 

蓄電池の需要は、経済的要因と同程度に規制要因によっても左右される。米国の一部

の州も世界各地でも、電力需要に見合って即時に使われなければ、ソーラーパネルに入射

した太陽エネルギーは電力が貯蔵されないかぎり無駄になる。しかしながら、多くの州に

おいて、顧客には「ネットメータリング」と呼ばれる規制のもと、屋根のソーラーパネル

で発電した電力を割高の消費者価格で売る権利がある。このため、 消費者には蓄電池を

設置するメリットがほとんどない。しかし、市場の専門家であるハーバード大学

Kennedy School の特別教授（Raymond Plank Professor of Global Energy Policy）

http://otd.harvard.edu/
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William W. Hogan 氏は、このような規制政策は究極的には『不経済で持続不可能』で

あると考えている。ソーラーパネルを設置する住宅所有者がどんどん増えるにつれ、電力

事業者は顧客からの電力買取り要求に反対するようになる。 

Hogan氏は、ネットメータリングは一連の『太陽光発電をより魅力的に見せるための

規制の策略』の一つであると言い、いずれは太陽光発電パネルを屋根につけた消費者は電

力を自身の公共電力料金の割引と引き換えにする選択肢を失うだろうと予測する。そうな

ったとき、これら住宅所有者は蓄電池に投資するメリットを持つ。 

これは、テスラモータースの起業家の Elon Musk 氏が同社が最近発表した Powerwall

システムの活用の望みをかける新興市場の機会である。しかし、Aziz氏と彼のハーバー

ド大学の同僚により設計されたフロー蓄電池構造には、リチウム蓄電池と比べてコストと

電力出力のピークを維持できる時間の長さの点において潜在的な利点がある。 

「太陽光発電が非常に急速に成長しているため、本発明には将来性があります」と

Aziz 氏は言う。「太陽光発電装置と BAM に雲がかかると発電量は激減し、雲がなくな

れば発電量は急上昇します。これを調整する最良の手段が蓄電池なのです。」 

Aziz 教授、Gordon 教授、Marshak 博士、Lin 氏の他、「サイエンス」共同執筆者に

は Qing Chen氏、Michael R. Gerhardt 氏、Liuchuan Tong 氏、Sang Bok Kim 氏、

Louise Eisenach 氏、Alvaro W. Valle 氏、David Hardee 氏を含む。 

米国エネルギー省エネルギー高等研究計画局（ARPA-E #DE-AR0000348）、ハーバー

ド大学ジョン・A・ポールソン校工学・応用科学部、アメリカ国立科学財団（NSF）の

Extreme Science and Engineering Discovery Environment （OCI-1053575）および

NSF の Graduate Research Fellowship が本研究の一部を支援している。 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 山本 恭子） 

 

出典：本資料は米国・ハーバード大学ジョン・A・ポールソン校工学・応用科学部 (Harvard 

John A Paulson School of engineering and applied sciences)の以下の記事を翻訳したも

のである。 

“Green storage for green energy”  

http://www.seas.harvard.edu/news/2015/09/green-storage-for-green-energy 

(Used with Permission of Harvard John A Paulson School of engineering and applied 

sciences) 

 

https://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/william-hogan
http://www.seas.harvard.edu/news/2015/09/green-storage-for-green-energy
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