
(1109-10) 
【蓄電池・エネルギーシステム分野(蓄電池）】 
 
仮訳 

 
Novel bromine battery: Small-scale demo, large-scale promise 

Low-cost, high-capacity, rechargeable battery could one day enable widespread 
adoption of intermittent energy sources such as solar and wind. 

Nancy W. Stauffer | MIT Energy Initiative 
MIT News 

 
新たな臭素蓄電池：小規模な実証で大きな期待(米国) 

低コストで大容量の蓄電池が太陽や風力などの断続的なエネルギー源の 
幅広い普及を可能とする 
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低コストで大容量のエネルギー貯蔵技術が利用できれば、現在のエネルギー展望が大きく

変わることになるだろう。エネルギー供給が豊富な場合に、一時的に電力を貯蔵して後に

供給が不足した場合に使用できれば、太陽や風力などの断続的なエネルギー源を幅広く利

用することが可能となり、中央と分散の両電力系統からの効率的で安定したエネルギー供

給が確実となり、開発途上国用や可動式な生産工程用の持ち運びできるエネルギー貯蔵を

  
左から：PhD’14 William Braff、現在 Exponent, Inc.; 化学エンジニアリング・数

学の Martin Z. Bazant 教授; そして 機械エンジニアリングの Cullen Buie 准教

授は共同で、将来太陽や風力などの断続的な再生可能エネルギー源の幅広い普及

を可能とさせる低コストで大容量の蓄電池を開発している。 
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可能にする。蓄電池や燃料電池などの電気化学的なシステムは、エネルギー貯蔵に期待さ

れている。必要な場所に設置して、急速かつ効率的に充放電することができるためだ。太

陽光発電や風力発電ファームと組み合わせれば、太陽が照りつける時や風が吹く時に電力

を貯蔵して、日が陰り、風が止まれば直ちに電力を供給できる。 
 
 だが、最高の性能を有する電気化学的デバイスは、通常では合理的なコストで大容量貯

蔵が不可能である。例えば、トラック一台分のリチウムイオン蓄電池は十分なエネルギー

供給できるが、コストが高すぎる。「現在、再生可能エネルギー技術の展開に必要なものは、

例えば、もっと優れた太陽電池ではなく、コスト効果的にエネルギーを貯蔵する方法です。」

と機械エンジニアリングの Cullen Buie 准教授は説明する。 
 
 
有望な化学反応、有望な設計 

 
 大規模な電気化学デバイスの研究で、水素(hydrogen)と臭素(bromine)を使ったシステム

に今般多くの注目が集まっている。これらの反応剤の組合せは、いくつかの素晴らしい特

長を提供してくれる。臭素は安価で入手が容易で、しかもリチウムなどの賦存量に比して

豊富に存在する。臭素はまた極めて「電気的にネガティブ」、つまり他の電子を引きつけよ

うとし、その一方で水素は喜んで電子を提供するのだ。そのため、これらの物質間で起こ

る化学反応は極めて急速である。これは、燃料電池などの多くの大容量電気化学デバイス

で起こる水素と酸素の反応よりも高速である。そして電子が水素から臭素へと外部の回路

を通って移動する際に大量の電流が流れる。しかし、ここには問題がある。水素と臭素が

自然に反応すると、反応エネルギーが廃熱として浪費されてしまう。そのため通常電気化

学システム設計者らは高価な膜を使って水素と臭素を分離させるが、この膜はデバイス中

で生成される臭化水素酸で徐々にダメージを受ける。30 年にわたる水素・臭素フロー蓄電

池でほとんど進歩がなかったのは、この理由からだった。 
 
 Buie 准教授および機械エンジニアリングと数学の Martin Z. Bazant 教授、そして PhD 
‘14 の William Braff にしてみれば、このような背景で当然導かれる答えは膜を取り除くこ

とだった。こう考えたのは彼らだけではない。その化学的性質にも関わらず、膜は扱いが

困難で高価である。そのため研究者グループは過去 10 年間において、膜を使わずに流体

メカニズで反応剤を分離させる、層流の物理的現象を利用した電気化学システムを設計し

てきた。適正な環境下では、2 本の溝の液体同士がほとんど、またはまったく混ざること

なく並行して流れる。しかし多様な化学物質を使った膜の無い発電装置(燃料電池)では、

膜のある発電装置(燃料電池)ほどの出力密度を達成したものはない。「だから、この膜無し

の構造は、おそらく商業的には実現不可能で、学術的な観点からは広く興味深いものと考

えられていました。」と Bazant 教授は説明する。 
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新しい組合せ 

 

 Buie 准教授と当時は機械エンジニアリングの大学院生で、現在は Exponent 社のアソシ

エートである Braff 博士は、4 年前にある新しいアイデアについて模索し始めた。それは

水素と臭素の化学反応を膜の無いセル構造と組み合わせることであった。「私たちのアイデ

アは、このような限られた技術を取り上げてそれらを統合し、それぞれが個々でできるこ

とよりも優れた何かを獲得することでした。」とBuie准教授は語る。彼らのアプローチは、

水素・臭素発電装置(燃料電池)開発を制限していた膜を取り除き、膜の無いセルの性能を

減退させていた従来の酸素ベースの化学反応を代替できるかもしれない。 
 
 このアイデアには、水素・臭素反応の可逆性のおまけがついてきた。膜の無いセルのほ

とんどでは、注入される反応剤と出てくる生成物が異なる。そのため、これらのシステム

は通常、継続して新しい反応剤の注入を必要とする「片道」の発電装置(燃料電池)である。

水素・臭素の化学反応では、反応結果で得られるものは電解質そのものである。外部電源

からの電力と共にこの電解質を燃料電池で再利用すると、水素と臭素が生成されてシステ

ムを再充電する。このように、「クローズド・ループ」のモードで運転できるようになり、

史上初の膜の無い蓄電池が可能となる。 
 
 この新しいアイデアの実現可能性を調べるため、Buie 准教授と Braff 博士は膜の無い水

素・臭素システムの理論研究に一年間を費やした。そしてその見込みある結果に基づき、

彼らは Bazant 教授と組んで同教授のモデリングの専門知識をこのプロジェクトに取り入

れ、このコンセプトの実験を行った。 
 
 
蓄電池の設計と運転 
 

図 1 
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上の(スライドショーの)図 1 に、実装システムを示す。システム上部には少量の白金(Pt)
触媒を含んだ多孔質のアノードが、底部には固体グラファイトカソードが位置する。これ

らのアノードとカソードの間には、水中に懸濁するマイナスに帯電した臭素とプラスに帯

電した水素の電気的にニュートラルな組合せの臭化水素酸(HBr)の電解質が流れる。 

 

 ダイアグラムには、蓄電池の放電 (つまり電力供給) モードの運転を示す。臭化水素酸

電解質は左側のメインの溝に入り、上部と底部の 2 本の電極の間を流れる。多孔質アノー

ドの底部表面上にある疎水性の金属メッシュが電解質の浸透を防ぐ。電気的にニュートラ

ルな水素ガス(H2)、つまり燃料は、上部を流れ、そのうちのいくらかは多孔質アノード中

に入り込む。同時にさらに臭化水素酸が、少量のニュートラルな分子の臭素(Br2)、つまり

電子を取り込もうとするオキシダント(酸化剤)を伴って別の溝に流れ込む。この 2 本の溝

に流れる液体は、ほとんど混ざること無く並行して流れる。 
 
 アノードでは、白金が触媒反応で水素ガスを分解し、プラスの水素イオン(H+)とマイナ

スの電子(e-)ができる。水素イオンと電子は、それぞれ異なる経路を通ってカソードへと移

動する。水素イオンは電解質を通過するが、電子は流れることができないため外部の回路

を通り、その途中でデバイスに電力を供給する。カソードでは臭素が急速に電子を拾い上

げてマイナスに帯電する。マイナスの臭素は溶液中のプラスの水素イオンと結びつき、電

解質となる臭化水素酸を作っていく。 
 
 充電中には、臭化水素酸は外部電力供給からの電子と共に蓄電池に送り返される。水素

イオンはアノードへと戻り、そこで水素分子となり、臭素分子はアノードで改質される。

これでシステムがリセットされる。 
 
 層流を利用する際の主要な課題は、各反応剤が「間違った」電極に流れないようにする

ことである。交差混合(crossover)として知られるこの現象は、特にアノードの高コストな

触媒を損傷する可能性がある。今回の新たな設計では、金属のメッシュが液体電解質へと

水素ガスが入り込むことを防ぐ。しかし、問題は臭素である。研究者らは新たな数値モデ

ルを使って、このフロー蓄電池内部のいろいろな場所で臭素分子の濃度を予測した。図 1
の色の付いた部分にその結果が示されている。白色が臭素の高濃度の部分を表している。

黄色からオレンジ色に移るに従って濃度は減少し、黒色の域ではゼロとなる。 
 
 この図 1 では、カソードに沿って臭素が激減して臭化酸素酸へ変化することが示されて

いる。臭素の濃度は、電解質の溝への拡散の結果、電解質の隣でも減少している。臭素は、

十分な時間があれば最終的にアノードに到達して、不要な交差混合をもたらしてしまう。

しかし、今回の設計では、反応剤はそれが発生するかなり前にシステムから抜け出す。「臭

素がアノードにまったく近づいていないことが確認できます。」と Buie 准教授は言う。「私

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1109, 2014.8.18

34



たちは、これを望んでいたのです。」 
 
 
最初の実証とコスト予測 
 
 膜の無い水素・臭素コンセプトの最初の試験として、Braff 博士は下に示す小型の実証

用蓄電池を設計・構築した。この蓄電池は 0.8mm 離れた 2 本の電極と、それらの電極の

間の 1.4cm の溝と反応剤をデバイスへと誘導する注入口から構成される。同博士はこの蓄

電池で、流量や反応剤の濃度を変化させて一連の実験を行った。この実証用蓄電池は、最

適化を施す前でも常温常圧下で 795 mW/cm2 の高エネルギー密度を達成した。この性能は

膜を使用した最高性能の水素・臭素蓄電池に匹敵し、さらにこれまでのどのような化学物

質を使った膜の無い蓄電池よりも 2～3 倍優れている。 
 

 
 
 この実証用蓄電池を効率的に充電できるポテンシャルも同時に期待できる。現在、研究

者らは、反応剤をデバイス内で充電サイクル用に再利用するクローズド・ループモードで

の運転試験を実施している。しかしすでに先行の作業で純粋な臭化水素酸と電気を流して

逆作用の試験を実施し、水素と臭素を作ることで出発原料の回収に成功している。順作用

と逆作用の両モードの実験結果を組み合わせることで、研究者らは図 2 のダイアグラムを

作成した。このダイアグラムでは、反応剤の 3 パターンの濃度の出力密度に応じた往復の

電圧効率を示す。最高濃度では、200 mW/cm2 で往復電圧効率 90%超の最も高い出力密度

を達成した。これはピーク出力の約 25%である。このような初期結果は、高出力での効率

的な充放電サイクルのポテンシャルを証明している。 

上：液体臭素と炭素カソードを含

む水素臭素蓄電池の主要部品。

下：組み立てられた小型のプロト

タイプ 

 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1109, 2014.8.18

35



 
 

研究者らによる最初のコスト予測もまた、有望である。プロトン交換膜を有する従来の

水素・酸素燃料電池では、触媒と膜だけでキロワットアワー当たりのコストの半分を占め

ている。今回の新たな水素・臭素蓄電池は膜やカソードの触媒を必要とせず、アノードの

触媒も極少量である。また、この蓄電池は出力密度が高いため、システム規模に見合った

出力低減が可能なので、さらにコストが低減する。「従ってコストが劇的に低減します。私

たちの研究はこの動機がベースとなっています。」と Bazant 教授は述べ、次のように続け

る。「電力事業者らにとってうまみのあるコストで、エネルギー貯蔵手段を提供するポテン

シャルをこのシステムが有していると、また、このシステムが初めてそれを実現できると

考えています。」 
 
 
さらなる改善 

 
 研究者らはこのシステムの向上を引き続き実施している。例としては、2 本の電極の位

置を接近させることでエネルギー密度をさらに向上させようとしている。このシステムで

起こる全ての化学反応は極めて速いため、その高い導電性と膜の不使用にもかかわらず、

水素イオンが電解質の流れを横切るのに時間を要することが、このシステムの主な限界要

因である。 
  
 研究者らはさらに、クローズド・ループモードの運転で臭素が再利用される際に、電解

質に臭素が絶対に混ざらないようにする、まったく新しい蓄電池構造も開発している。「こ

の新しい設計は今回の設計のコンセプトに基づいていますが、まったく異なる構造をして

います。私たちは新たな境地へと踏み出したところです。そしてこれまで誰も行ったこと

のないところへ行こうとしているのです。」と Bazant 教授は説明する。現時点でのこのシ

図 2：この水素・臭素蓄電池の充放電効率の初期

試験として、研究者らは放電モードで運転し、

それから未使用の臭化水素酸を使って充電モー

ドで運転して反応剤を回収した。図中の 3 曲線

は、臭化水素酸と臭素の様々な濃度での出力密

度に応じてこれらのプロセスを組み合わせた場

合の効率を示す。出力密度は最高濃度で最も高

く、往復電圧効率は出力密度 200 mW/cm2 で

90% を超えた。 
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ステムの課題は全て、同教授が既知の物理的現象と呼ぶものが関与している。「私たちが望

むような性能が得られない場合には、それを改善するために溝の形状や流れの速さの再設

計を支援する予測モデルがあります。」と同教授は言い、次のように言い添える。「解決可

能な問題ですよ。」 
 
 本研究は MIT Energy Initiative Seed Fund Program、National Defense Science and 
Engineering Graduate Fellowship Program を通し米国国防総省、および Massachusetts 
Clean Energy Center Catalyst Program より資金提供を受けて実施した。  
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子） 

 
出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology)の以

下の記事を翻訳したものである。 
“Novel bromine battery: Small-scale demo, large-scale promise” 
(http://newsoffice.mit.edu/2014/novel-bromine-battery-small-scale-demo-large-scale-pr
omise)  
(Reprinted with permission of MIT News: http://newsoffice.mit.edu/) 
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