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(57)【要約】
レドックスフロー電池のための、新規の設計が発明され
た。基本構造として単一膜、二重電解質のレドックスフ
ロー電池とは異なり、本発明の設計は、二重膜、三重電
解質（ＤＭＴＥ）構成または三重膜、四重電解質（ＴＭ
ＱＥ）構成等の、基本的な特徴として、多重膜（少なく
とも１つの陽イオン交換膜および少なくとも１つの陰イ
オン交換膜）と、多重電解質（負電極と接触する１つの
電解質、正電極と接触する１つの電解質、および２つの
膜の間に配置される少なくとも１つの電解質）とを含む
。陽イオン交換膜は、負電解質または正電解質と、中間
電解質とを分離するために使用され、陰イオン交換膜は
、中間電解質と、正電解質または負電解質とを分離する
ために使用される。この特定の設計は、負電解質および
正電解質を物理的に単離させるが、イオン的に接続する
。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レドックスフロー電池であって、
ａ）　第１の膜と、
ｂ）　第２の膜と、
ｃ）　前記第１の膜と前記第２の膜との間に配置される、第１の電解質と、
ｄ）　前記第１の膜と第１の電極との間に配置される、第２の電解質と、
ｅ）　前記第２の膜と第２の電極との間に配置される、第３の電解質と、を備える、レド
ックスフロー電池。
【請求項２】
　前記第１の膜と前記第２の膜との間に配置される、第３の膜と、前記第１の膜と前記第
２の膜との間に配置される、第４の電解質と、をさらに備え、前記第３の膜は、前記第１
の電解質から前記第４の電解質を分離する、請求項１に記載のレドックスフロー電池。
【請求項３】
　前記第１の電解質および第２の電解質は、陰イオンの少なくとも１つの種に関して異な
り、前記第１の電解質および第３の電解質は、陽イオンの少なくとも１つの種に関して異
なる、請求項１に記載のレドックスフロー電池。
【請求項４】
　前記第２の電解質および第３の電解質のうちの少なくとも１つは、陰イオン系レドック
ス対、陽イオン系レドックス対、または陽イオン－陰イオン混合レドックス対を備える、
請求項１に記載のレドックスフロー電池。
【請求項５】
　前記第２の電解質は、Ａｌ（ＯＨ）４

－／Ａｌレドックス対、Ｚｎ（ＯＨ）４
２－／Ｚ

ｎレドックス対、Ｓ４
２－／Ｓ２

２－レドックス対、およびＣｏ（ＣＮ）６
３－／Ｃｏ（

ＣＮ）６
４－レドックス対から成る群から選択されるレドックス対を備える、請求項１に

記載のレドックスフロー電池。
【請求項６】
　前記第３の電解質は、Ｃｏ３＋／Ｃｏ２＋レドックス対、Ｆｅ３＋／Ｆｅ２＋レドック
ス対、およびＣｅ４＋／Ｃｅ３＋レドックス対から成る群から選択されるレドックス対を
備える、請求項１に記載のレドックスフロー電池。
【請求項７】
前記第２の電解質は、Ａｌ（ＯＨ）４

－／Ａｌレドックス対を備え、前記第３の電解質は
、Ｃｏ３＋／Ｃｏ２＋レドックス対を備える、請求項１に記載のレドックスフロー電池。
【請求項８】
前記第２の電解質は、Ｚｎ（ＯＨ）４

２－／Ｚｎレドックス対を備え、前記第３の電解質
は、Ｃｅ４＋／Ｃｅ３＋レドックス対を備える、請求項１に記載のレドックスフロー電池
。
【請求項９】
前記第２の電解質は、Ｃｏ（ＣＮ）６

３－／Ｃｏ（ＣＮ）６
４－レドックス対を備え、前

記第３の電解質は、Ｃｏ３＋／Ｃｏ２＋レドックス対を備える、請求項１に記載のレドッ
クスフロー電池。
【請求項１０】
　前記第２の電解質は、Ｓ４

２－／Ｓ２
２－レドックス対を備え、前記第３の電解質は、

Ｆｅ３＋／Ｆｅ２＋レドックス対を備える、請求項１に記載のレドックスフロー電池。
【請求項１１】
　前記第１および第２の膜が陰イオン交換膜であり、前記第３の膜が陽イオン交換膜であ
るか、または、前記第１および第２の膜が陽イオン交換膜であり、前記第３の膜が陰イオ
ン交換膜である、請求項２に記載のレドックスフロー電池。
【請求項１２】
　前記第２の電解質および前記第３の電解質はどちらも、陰イオン－陽イオン混合レドッ
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クス対を備える、請求項１に記載のレドックスフロー電池。
【請求項１３】
　前記第１、第２、および第３の電解質のうちの１つは、ヒドロニウム、ナトリウム、マ
グネシウム、カリウム、もしくはカルシウムに基づく陽イオン、または水酸化物、過塩素
酸塩、硫酸塩、リン酸塩、酢酸塩、塩化物、臭化物、もしくは炭酸塩に基づく陰イオン、
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のレドックスフロー電池。
【請求項１４】
　レドックスフロー電池を作製する方法であって、
ａ）　第１の電解質を第１の膜および第２の膜で部分的に取り囲むことと、
ｂ）　第２の電解質を前記第１の膜および第１の電極で部分的に取り囲むことと、
ｃ）　第３の電解質を前記第２の膜および第２の電極で部分的に取り囲むことと、を含む
、方法。
【請求項１５】
　前記第２の電解質は、Ａｌ（ＯＨ）４

－／Ａｌレドックス対、Ｚｎ（ＯＨ）４
２－／Ｚ

ｎレドックス対、Ｓ４
２－／Ｓ２

２－レドックス対、およびＣｏ（ＣＮ）６
３－／Ｃｏ（

ＣＮ）６
４－レドックス対から成る群から選択されるレドックス対を備える、請求項１４

に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第３の電解質は、Ｃｏ３＋／Ｃｏ２＋レドックス対、Ｆｅ３＋／Ｆｅ２＋レドック
ス対、およびＣｅ４＋／Ｃｅ３＋レドックス対から成る群から選択される陽イオン系レド
ックス対を備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　レドックスフロー電池を作製する方法であって、
ａ）　第１の電解質を第１の膜および第３の膜で部分的に取り囲むことと、
ｂ）　第４の電解質を前記第３の膜および第２の膜で部分的に取り囲むことと、
ｃ）　第２の電解質を前記第１の膜および第１の電極で部分的に取り囲むことと、
ｄ）　第３の電解質を前記第２の膜および第２の電極で部分的に取り囲むことと、を含む
、方法。
【請求項１８】
　前記第１および第２の膜が陰イオン交換膜であり、前記第３の膜が陽イオン交換膜であ
るか、または、前記第１および第２の膜が陽イオン交換膜であり、前記第３の膜が陰イオ
ン交換膜である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第２の電解質が、Ａｌ（ＯＨ）４

－／Ａｌレドックス対、Ｚｎ（ＯＨ）４
２－／Ｚ

ｎレドックス対、Ｓ４
２－／Ｓ２

２－レドックス対、およびＣｏ（ＣＮ）６
３－／Ｃｏ（

ＣＮ）６
４－レドックス対から成る群から選択されるレドックス対を備えるか、または前

記第３の電解質は、Ｃｏ３＋／Ｃｏ２＋レドックス対、Ｆｅ３＋／Ｆｅ２＋レドックス対
、およびＣｅ４＋／Ｃｅ３＋レドックス対から成る群から選択される陽イオン系レドック
ス対を備える、請求項１７に記載の方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　政府支援
　本発明は、米国エネルギー省のＡＲＰＡ－Ｅプロジェクトによって与えられた認可番号
ＤＥ－ＡＲ０００００９およびＤＥ－ＡＲ００００３４６の下で、政府支援によってなさ
れたものである。政府は、本発明においてある特定の権利を有する。
　関連出願の相互参照
【０００２】
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　本出願は、２０１２年６月１５日に出願された米国仮出願第６１／６６０，１８２号か
らの優先権を主張するものであり、全ての目的に対して参照によりその全体が本明細書に
組み込まれる。
【０００３】
　本発明は、レドックスフロー電池（ＲＦＢ）に関し、該レドックスフロー電池は、基本
的な特徴として、多重膜（例えば、１つの陽イオン交換膜および１つの陰イオン交換膜等
の、少なくとも２つの膜）と、多重電解質（例えば、負電極と接触する１つの電解質、正
電極と接触する１つの電解質、および２つの膜の間に配置される少なくとも１つの電解質
等の、少なくとも３つの電解質）とを有する。
【背景技術】
【０００４】
　電気化学セルとして、レドックスフロー電池（ＲＦＢ）は、一般的に外部電解質タンク
中に含まれる２つの可溶性レドックス対中に電気エネルギーを貯蔵するタイプの再充電可
能電池である。２つのレドックス対を溶解する２つの電解質を物理的に分離するが、イオ
ン的に接続するために、イオン選択性膜（陽イオン交換膜（ＣＥＭ）または陰イオン交換
膜（ＡＥＭ）のいずれか）が使用される。貯蔵される外部電解質の規模は、適用要件に従
ってサイズ決定することができる。必要なときには、貯蔵タンクからフロースルー電極に
液体電解質がポンプで注入され、該フロースルー電極では、化学エネルギーが電気エネル
ギーに変換（放電）されるか、または同様にその逆（充電）が行われる。他の従来のバッ
テリシステムとは異なり、ＲＦＢは、電気エネルギーを流動電解質中に貯蔵する。したが
って、エネルギー容量および電力定格は、基本的に切り離される。すなわち、エネルギー
容量は、電解質の濃度および容積で決定され、一方で、電力定格は、スタック中のセルの
サイズおよび数で決定される。この独特の特徴は、長いサイクル寿命、低い資本コスト、
拡張可能性、及び揚水発電および圧縮空気技術が直面する地理的／地質学的制限から独立
と組み合わせられ、また、、ＲＦＢを、電気エネルギーの貯蔵において、特に、固有の断
続性に対処しなければならない再生可能（例えば、風力または太陽光）発電の分野で、最
も本質的に魅力のある技術の１つにしている。
【０００５】
　約４０年前に（１９７４年に）ＲＦＢの第１の概念が提案されて以来、著しい進歩があ
り、いくつかのＲＦＢシステム、例えば全バナジウムＲＦＢ（ＡＶ－ＲＦＢ）は、既に市
販されている。しかしながら、ＲＦＢは、多くの困難な問題が未解決のままであるので、
未だ広範囲にわたる市場浸透を達成していない。例えば、他の電池システムと比較すると
、ＲＦＢの全般的に低いエネルギー密度および電力密度が、主な欠点として識別されてお
り、このことは、あるエネルギー容量／電力定格が必要とされるときに、より多くの電解
質／電極材料が必要とされることを意味し、それらのコスト効果に負の影響を与える。代
替のレドックス対を選択することによって、または異なる電解質を使用することによって
、活性種の可溶性を増加させるための試みがなされてきたが、これは、理論的にエネルギ
ー密度を増加させることはできるが、これらの取り組みは、電力密度を向上させない。一
方では、より良好な電極設計を使用することによって、またはより多くの活性触媒を利用
することによって、電極性能を高めるための取り組みがなされてきたが、これは、電力密
度を増加させることはできるが、エネルギー密度を増加させることはできない。理想的か
つ単純な解決策は、ＲＦＢのセル電圧を増加させることであり、これは、エネルギー密度
および電力密度を同時に増加させることができる。
【０００６】
　従来技術のＲＦＢシステム１００は、図１で示される。負電解質３０は、負電解質供給
源２０からポンプ１５を介して負電極（アノード）３１を通って流れる。正電解質４０は
、正電解質供給源２５からポンプ１６を介して正電極（カソード）４１を通って流れる。
正電極４０および負電極３０は、単一のイオン選択性膜２８によって分離される。ＲＦＢ
１００は、グリッド入力／出力プロセッサ１０に接続され得る。
【０００７】
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　セル電圧は、単純に、使用される２つのレドックス対によって決定され、しばしば、陽
イオン系レドックス対は、より多くの正電極電位を有し（例えば、Ｃｏ３＋／Ｃｏ２＋の
レドックス対は、＋１．９５３Ｖの標準電極電位を有し、Ｃｅ４＋／Ｃｅ３＋のレドック
ス対は、＋１．７４３Ｖを有し、ここおよび下で提示される全ての電位値は、標準熱力学
的条件に基づいて計算したものである）（ＲＦＢの正電極に理想的である）、陰イオン系
レドックス対は、より多くの負電極電位を有する（例えば、Ａｌ（ＯＨ）４

－／Ａｌは、
－２．３３７Ｖを有し、Ｚｎ（ＯＨ）４

２－／Ｚｎは、－１．２１６Ｖを有する）（負電
極に理想的である）。現在のＲＦＢシステムにおける単一のイオン選択性膜（陽イオン交
換膜（ＣＥＭ）または陰イオン交換膜（ＡＥＭ））の使用は、理論的に、正側および負側
の双方において、同じイオンタイプのレドックス対、すなわち、全陽イオン系レドックス
対（ＡＥＭを使用するとき）または全陰イオン系レドックス対（ＣＥＭを使用するとき）
のいずれかを必要とし、基本的にそれらのセル電圧を制限している。例えば、一番初期の
ＲＦＢシステム、すなわち、鉄－クロムＲＦＢシステム（Ｆｅ／Ｃｒ－ＲＦＢ、［（Ｆｅ
３＋／Ｆｅ２＋）／（Ｃｒ３＋／Ｃｒ２＋）］、＋１．１８Ｖの標準セル電圧を有する）
、および現在最も一般的なＲＦＢ、すなわち、ＡＶ－ＲＦＢシステム（［（ＶＯ２

＋／Ｖ
Ｏ２＋）／（Ｖ３＋／Ｖ２＋）］、＋１．２６Ｖを有する）は、どちらも全陽イオン系の
ＲＦＢシステムに属する。多硫化物－臭素ＲＦＢシステム（Ｓ／Ｂｒ－ＲＦＢ、［（Ｓ４
２－／Ｓ２

２－）／（Ｂｒ３
－／Ｂｒ－）］、＋１．３６Ｖを有する）は、代表的な全陰

イオン系のＲＦＢである。そのうえ、単一のイオン選択性膜はまた、正側および負側にお
いて、同一または同様の（例えば、ＡＥＭを使用するときに、同じ陽イオンを有するが、
異なる陰イオンを有するか、またはＣＥＭを使用するときに、同じ陰イオンを有するが、
異なる陽イオンを有する）支持（またはバックグラウンド）電解質も必要とし、これは、
あるときには、レドックス対の選択肢を制限し、さらには、セル電圧の利用可能な範囲を
狭くする。例えば、亜鉛－セリウムＲＦＢシステム（Ｚｎ／Ｃｅ－ＲＦＢ、［（Ｚｎ２＋

／Ｚｎ）／（Ｃｅ４＋／Ｃｅ３＋）］）は、２．５０Ｖもの高さの標準セル電圧（全ての
既知の水性ＲＦＢシステムの間で報告されている最高値）を提供することができるにもか
かわらず、負側（Ｚｎ２＋／Ｚｎ）での多量の水素放出の問題を被る。その理由は、（両
側で）使用される酸性支持電解質が、水素放出反応に対して膨大な過電圧（７６０ｍＶ）
を生じさせるからである（ｐＨ０でＨ＋／Ｈ２の０Ｖの標準電極電位に対し、Ｚｎ２＋／
Ｚｎの－０．７６０Ｖの標準電極電位）。
【０００８】
　加えて、全てのイオン選択性膜が完全であるというわけではないので、単一のイオン選
択性膜の使用により、ＲＦＢシステムは、別の困難な問題である不可逆性の対イオンクロ
スオーバーを被る。イオン選択性膜は、非常に低いが測定可能な、それらを通る対イオン
の透過率を可能にする（一般的に、ＣＥＭの場合は、１％の陰イオンクロスオーバー、Ａ
ＥＭの場合は、１％～５％の陽イオンクロスオーバー）。対イオンが膜をクロスオーバー
するとき、該対イオンは、反対側の電極でレドックス対と直ちに反応（いわゆる、自己放
電）し、決して戻ることはなく、その結果、クーロン効率の損失、エネルギー容量の永続
的な低減、および両側の性能に大きな影響を及ぼす２つの電解質の汚染をもたらす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、単一のイオン選択性膜のＲＦＢシステムに対する好適な代替物が必要であ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一態様において、本発明は、新規なレドックスフロー電池設計、例えば、多重膜、多重
電解質（ＭＭＭＥ）のレドックスフローに基づく電池設計を提供し、該レドックスフロー
電池は、第１の膜と、第２の膜と、第１の膜と第２の膜との間に配置される、第１の電解
質と、第１の膜および第１の電極と接触する、第２の電解質と、第２の膜および第２の電
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極と接触する、第３の電解質と、を備え、第１の電解質および第２の電解質は、陰イオン
の少なくとも１つの種に関して異なり、第１の電解質および第３の電解質は、陽イオンの
少なくとも１つの種に関して異なり、第１の電極は、負（または正）電極であり、第２の
電極は、正（または負）電極であり、第１の膜および／または第２の膜は、陽イオン交換
膜および陰イオン交換膜から成る群から選択される。
【００１１】
　一態様において、本発明は、新規なレドックスフロー電池設計、例えば、多重膜、多重
電解質（ＭＭＭＥ）に基づく電池設計を提供し、該レドックスフロー電池は、第１の膜と
、第２の膜と、第１の膜と第２の膜との間に配置される、第１の電解質と、第１の膜およ
び第１の電極と接触する、第２の電解質と、第２の膜および第２の電極と接触する、第３
の電解質と、を備え、本電池はさらに、第１の膜と第２の膜との間に配置される、第３の
膜と、第１の膜と第２の膜との間に配置される、第４の電解質と、を備え、第３の膜は、
第１の電解質から第４の電解質を分離し、第１の電解質および第２の電解質は、陰イオン
の少なくとも１つの種に関して異なり、第１の電解質および第３または第４の電解質は、
陽イオンの少なくとも１つの種に関して異なり、第１の電極は、負電極であり、第２の電
極は、正電極であり、第１および第２の膜が陰イオン交換膜であり、第３の膜が陽イオン
交換膜であるか、または第１および第２の膜が陽イオン交換膜であり、第３の膜が陰イオ
ン交換膜である。
【００１２】
　別の態様において、第２の電解質は、Ａｌ（ＯＨ）４

－／Ａｌレドックス対、Ｚｎ（Ｏ
Ｈ）４

２－／Ｚｎレドックス対、Ｓ４
２－／Ｓ２

２－レドックス対、およびＣｏ（ＣＮ）

６
３－／Ｃｏ（ＣＮ）６

４－レドックス対から成る群から選択される陰イオン系レドック
ス対等の、陰イオン系レドックス対を備える。別の態様において、第３の電解質は、Ｃｏ
３＋／Ｃｏ２＋レドックス対、Ｆｅ３＋／Ｆｅ２＋レドックス対、およびＣｅ４＋／Ｃｅ
３＋レドックス対から成る群から選択される陽イオン系レドックス対等の、陽イオン系レ
ドックス対を備える。別の態様において、第２の電解質および第３の電解質のうちの少な
くとも１つは、陰イオン系レドックス対、陽イオン系レドックス対、または陽イオン－陰
イオン混合レドックス対を備える。別の態様において、第１、第２、第３、および／また
は第４の電解質のうちの１つは、ヒドロニウム、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、
もしくはカルシウムに基づく陽イオン、または水酸化物、過塩素酸塩、硫酸塩、リン酸塩
、酢酸塩、塩化物、臭化物、もしくは炭酸塩に基づく陰イオン、のうちの少なくとも１つ
を含む。
【００１３】
　さらに別の態様において、本発明は、レドックスフロー電池を作製する方法を提供し、
該方法は、第１の電解質を第１の膜および第２の膜で部分的に取り囲むことと、ｂ）第２
の電解質を第１の膜および第１の電極で部分的に取り囲むことと、第３の電解質を第２の
膜および第２の電極で部分的に取り囲むことと、を含み、第１の膜および／または第２の
膜は、陽イオン交換膜および陰イオン交換膜から成る群から選択される。
【００１４】
　さらに別の態様において、本発明は、レドックスフロー電池を作製する方法を提供し、
該方法は、第１の電解質を第１の膜および第３の膜で部分的に取り囲むことと、第４の電
解質を第３の膜および第２の膜で部分的に取り囲むことと、第２の電解質を第１の膜およ
び第１の電極で部分的に取り囲むことと、第３の電解質を第２の膜および第２の電極で部
分的に取り囲むことと、を含み、第１および第２の膜が陰イオン交換膜であり、第３の膜
が陽イオン交換膜であるか、または第１および第２の膜が陽イオン交換膜であり、第３の
膜が陰イオン交換膜である。
　さらに他の態様において、本発明は、これらの方法によって作製されるレドックスフロ
ー電池を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】従来の単一膜、二重電解質のＲＦＢを示す図である。
【図２】多重膜、多重電解質概念の具体例を示す図である。
【図３】多重膜、多重電解質のＲＦＢのバージョンを示す図である。
【図４】別の多重膜、多重電解質概念の具体例を示す図である。
【図５】別の多重膜、多重電解質のＲＦＢのバージョンを示す図である。
【図６】選択されたレドックス対の標準電極電位および異なるＲＦＢのセル電圧を示す図
である。
【図７】Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢの開回路電圧を示す図である。
【図８】Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢの充電および放電曲線を示す図である。
【図９】Ｚｎ／Ｃｅ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢの開回路電圧を示す図である。
【図１０】Ｚｎ／Ｃｅ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢの充電および放電曲線を示す図である。
【図１１】１０サイクルにわたるＺｎ／Ｃｅ－ＤＭＴＥ－ＲＦＢの連続充電－放電試験を
示す図である。
【図１２】各サイクルに関するＺｎ／Ｃｅ－ＤＭＴＥ－ＲＦＢの効率の算出を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明は、そのいくつかの好ましい実施形態を参照して、詳細に説明される。以
下の説明では、本発明の十分な理解を提供するために、数多くの具体的な詳細が述べられ
る。しかしながら、これらの具体的な詳細のうちの一部または全てを伴わずに本発明が実
施され得ることが当業者に明らかになるであろう。他の例において、よく知られている過
程ステップおよび／または構造は、本発明を不必要に不明瞭にしないために詳細に説明さ
れていない。
【００１７】
　本明細書で説明される多重膜、多重電解質（ＭＭＭＥ）のＲＦＢシステムは、レドック
スフロー電池セルを多重電解質（１つが負電極と接触し、１つが正電極と接触し、少なく
とも１つが２つの膜の間にある）を充填した複数の区画に分割する、多重膜配設（少なく
とも１片のＣＥＭおよび少なくとも１片のＡＥＭ）の関与によって、セル電圧を飛躍的に
増加させ、同時に、イオンクロスオーバーを減少させることができる。１つを超えるイオ
ン選択性膜を導入することによって、負側および正側の２つの電解質を実質的に分離する
ことができるが、それでも、膜の間に位置付けられる電解質（複数可）によるイオン伝導
性を維持することができる。この特定の設計は、好都合に、レドックス対ならびにそれら
の負側および正側の双方の支持電解質を選択する際に大きい自由度をもたらし、高いセル
電圧のＲＦＢを可能にする。イオン伝導の機能を提供すること以外に、間にある中間電解
質（複数可）はまた、負側と正側との間の全体的な対イオンクロスオーバーを大幅に低減
させることができる、大きい「バッファ」としての役割も果たし、電解質の汚染問題を根
本的に解決し、また、電解質の分離および再平衡化に極めて好都合である。
【００１８】
　具体的には、本明細書で説明される、多重膜、多重電解質ＲＦＢ設計は、強塩基性の負
電解質（高ｐＨ、例えば、少なくとも８、少なくとも９、少なくとも１０、またはそれ以
上）および強酸性の正電解質（低ｐＨ、例えば、６以下、５以下、４以下、またはそれ以
下）を、同じレドックスフロー電池で同時に使用することを可能にし、該電解質の間には
、中性の中間電解質がある。その結果、通常は塩基性電解質中だけで安定している非常に
負のレドックス対、および通常は酸性電解質中だけで安定している非常に正のレドックス
対を、ＭＭＭＥ－ＲＦＢ中へ同時に組み込むことができ、非常に高いセル電圧および非常
に低いイオンクロスオーバーを同時に提供する。酸性電解質と比較して、塩基性電解質に
おける水素放出反応の標準電極電位は、大幅に負に（例えば、ｐＨ＝０での０ＶからｐＨ
＝１４での－０．８２８Ｖに）シフトするので、セル電圧を増加させることができるだけ
でなく、負電極における水素放出といった副反応も抑制することができ、セル電圧の動作
ウインドウを熱力学的に拡大する。そのような低い対イオンクロスオーバーの設計は、現
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在の電池の大部分の商業的使用を妨げている、非常に困難な電解質の汚染問題を解決する
。
【００１９】
　図２は、二重膜および三重電解質（ＤＭＴＥ）を備えるＭＭＭＥ－ＲＦＢシステム２０
０を示し、第１の電解質６０は、第２の電解質５０および第３の電解質７０によって部分
的に取り囲まれ得、第１の電解質６０は、陽イオン交換膜（ＣＥＭ）８０等の第１の膜８
０によって第２の電解質５０から分離され得、第１の電解質６０は、陰イオン交換膜（Ａ
ＥＭ）９０等の第２の膜９０によって第３の電解質７０から分離され得る。第２の電解質
５０は、負電極（アノード）３５等の第１の電極３５によって部分的に取り囲まれ得る。
第３の電解質７０は、正電極（カソード）４５等の第２の電極４５によって部分的に取り
囲まれ得る。
【００２０】
　図３は、ＤＭＴＥ－ＲＦＢに基づく電池３００を示し、図２と同様に、第１の電解質６
０は、第２の電解質５０および第３の電解質７０によって部分的に取り囲まれ得、第１の
電解質６０は、陽イオン交換膜（ＣＥＭ）８０等の第１の膜８０によって第２の電解質５
０から分離され得、第１の電解質６０は、陰イオン交換膜（ＡＥＭ）９０等の第２の膜９
０によって第３の電解質７０から分離され得る。第２の電解質５０は、負電極３５等の第
１の電極３５によって、部分的に取り囲まれ得る。第３の電解質７０は、正電極４５等の
第２の電極４５によって、部分的に取り囲まれ得る。第２の電解質５０は、第２の電解質
供給源５１からポンプ１７を介して流される。第３の電解質７０は、第３の電解質供給源
７１からポンプ１９を介して流される。第１の電解質６０は、第１の電解質供給源６１か
らポンプ１８を介して流される。ＤＭＴＥに基づくレドックスフロー電池３００は、グリ
ッド入力／出力プロセッサ１１に接続され得る。
【００２１】
　要素３５および４５は、電極を指すが、該電極はまた、電流コレクタ（図示せず）も含
み得ることが当業者に理解されるであろう。電流コレクタは、電極と同じまたは異なる材
料であり得る。電極／電流コレクタ３５、４５は、高い比表面積を有し得る（例えば、高
多孔性であり得る）ことが当業者に理解されるであろう。
【００２２】
　図４は、三重膜および四重電解質（ＴＭＱＥ）を備えるＭＭＭＥ－ＲＦＢシステム４０
０を示し、第１の電解質２０３は、第２の電解質２０１および第４の電解質２０５によっ
て部分的に取り囲まれ得、第４の電解質２０５は、第１の電解質２０３および第３の電解
質２０７によって部分的に取り囲まれ得、第２の電解質２０１は、第１の電解質２０３お
よび第１の電極２３５によって部分的に取り囲まれ得、第３の電解質２０７は、第４の電
解質２０５および第２の電極２４５によって部分的に取り囲まれ得、第１の電解質２０３
は、第１の膜２２０および第３の膜２３０によって、それぞれ、第２の電解質２０１およ
び第４の電解質２０５から分離され得、第４の電解質２０５は、第３の膜２３０および第
２の膜２４０によって、それぞれ、第１の電解質２０３および第３の電解質２０７から分
離され得る。膜２２０、２４０が陰イオン交換膜であり得、膜２３０が陽イオン交換膜で
あり得るか、または膜２２０、２４０が陽イオン交換膜であり得、膜２３０が陰イオン交
換膜であり得る。
【００２３】
　図５は、ＴＭＱＥ－ＲＦＢ５００を示し、図４と同様に、第１の電解質２０３は、第２
の電解質２０１および第４の電解質２０５によって部分的に取り囲まれ得、第４の電解質
２０５は、第１の電解質２０３および第３の電解質２０７によって部分的に取り囲まれ得
、第２の電解質２０１は、第１の電解質２０３および第１の電極２３５によって部分的に
取り囲まれ得、第３の電解質２０７は、第４の電解質２０５および第２の電極２４５によ
って部分的に取り囲まれ得、第１の電解質２０３は、第１の膜２２０および第３の膜２３
０によって、それぞれ、第２の電解質２０１および第４の電解質２０５から分離され得、
第４の電解質２０５は、第３の膜２３０および第２の膜２４０によって、それぞれ、第１
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の電解質２０３および第３の電解質２０７から分離され得る。第２の電解質２０１は、第
２の電解質供給源２１１からポンプ４１を介して流される。第３の電解質２０７は、第３
の電解質供給源２１７からポンプ４４を介して流される。第１の電解質２０３は、第１の
電解質供給源２１３からポンプ４２を介して流される。第４の電解質２０５は、前へ電解
質供給源２１５からポンプ４３を介して流される。ＴＭＱＥに基づく電池５００は、グリ
ッド入力／出力プロセッサ１２に接続され得る。図３に関して上で説明される電極および
電流コレクタ材料および構成の類似する変形物は、図５のそれらにも適用可能である。
【００２４】
　第３のイオン交換膜を加えることで、２つの陰イオン－陽イオン混合対によって示され
るレドックス対の単離という困難な問題に対処することができる。例えば、膜２２０、２
４０が陰イオン交換膜であり、膜２３０が陽イオン交換膜であるとき、２つの陰イオン交
換膜は、負および正の混合対の電気活性陽イオンを遮断することができるが、電気活性陰
イオンは遮断しない。しかしながら、横断した電気活性陰イオンは、２つの陰イオン交換
膜の間の陽イオン交換膜によって止められる。膜２２０、２４０が陽イオン交換膜であり
、膜２３０が陰イオン交換膜である構成も同様に、２つの混合対を単離することができる
。
【００２５】
　電解質の連続性の機能を提供し、イオンクロスオーバーのバッファとしての役割を果た
すことに以外に、ＭＭＭＥ－ＲＦＢシステム中の中間電解質（複数可）は、陰イオン／陰
イオンレドックス対と陽イオン／陽イオンレドックス対とに基づくＲＦＢについて、電解
質を汚染し得るクロスオーバーしたイオンの浄化といった、別の大きな利点を提供する。
クロスオーバーしたイオンは、既定のイオン濃度差の下で新しい中間電解質（複数可）に
戻って急速に拡散するので、中間電解質（複数可）を新しくすることによって、低レベル
のクロスオーバーしたイオン（例えば、約１００ｐｐｍ）が、汚染された電解質から除去
され得る。したがって、中間電解質（複数可）の使用は、汚染されたセルを効率的に浄化
するための有効性を提供し、それによって、セルの寿命が延びる。
【００２６】
　第１の電解質５０、２０１、第２の電解質６０、２０３、第３の電解質７０、２０５、
および／または第４の電解質２０７は、特に限定されず、ヒドロニウム、ナトリウム、マ
グネシウム、カリウム、もしくはカルシウムの陽イオンに基づく電解質、または水酸化物
、過塩素酸塩、硫酸塩、リン酸塩、酢酸塩、塩化物、臭化物、もしくは炭酸塩に基づく陰
イオン等の、任意の好適な電解質または塩を含み得る。第１の電極３５、２３５および第
２の電極４５、２４５は、特に限定されず、Ａｌ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｃｄ、Ｐｂ、およびＣ等
の、任意の好適な電極材料を含み得る。
【００２７】
　本明細書で説明されるＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムは、従来の単一膜、二重電解質の電池
に勝る大きな利点を有し、また、高いＯＣＶ、低いイオンクロスオーバー、抑制された水
素放出を提供する。本明細書で説明されるＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムを構築するために使
用される材料は、特に限定されず、無数の材料、例えば、エネルギー技術において類似の
目的で使用される従来のまたは別様には既知の材料から選択される任意の材料であり得る
。そのような材料としては、陽イオン交換膜、陰イオン交換膜、電解質溶質および溶媒、
所望のレドックス対を提供することができる化合物、酸、塩基、負電極、正電極等が挙げ
られるが、それらに限定されない。本明細書で説明されるＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムは、
広範囲にわたる用途、特に高電圧で低イオンクロスオーバーの電池の用途を有する。
【００２８】
　例えば、ＲＦＢレドックスフロー電池システムの魅力的な候補は、［（Ａｌ／Ａｌ（Ｏ
Ｈ）４

－）／（Ｃｏ３＋／Ｃｏ２＋）］として構成される、アルミニウム－コバルトＭＭ
ＭＥ－ＲＦＢシステム（例えば、Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢ）である。図２または図
３と比較すると、Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢのＡｌ部分は、第２の電解質５０中に含
まれ、Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢのＣｏ部分は、第３の電解質７０中に含まれる。図
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４または図５と比較すると、Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢのＡｌ部分は、第２の電解質
２０１中に含まれ、Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢのＣｏ部分は、第３の電解質２０７中
に含まれる。
【００２９】
　Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムは、塩基のＡｌ／Ａｌ（ＯＨ）４

－（－２．３
３７Ｖの標準電極電位）の非常に負のレドックス対、および酸のＣｏ３＋／Ｃｏ２＋（＋
１．９５３Ｖの標準電極電位）の非常に正のレドックス対を成功裏に組み合わせているの
で、非常に高いセル電圧（４．２９Ｖの標準セル電圧）を提供する。図６で示されるよう
に、そのような高い標準セル電圧（４．２９Ｖ）は、全ての既知のＲＦＢシステムの中で
最も高いものであると考えられ、その値は、Ｚｎ／Ｃｅ－ＲＦＢシステム（２．５０Ｖ）
の標準セル電圧の１．７倍、多硫化物－臭化物Ｓ／Ｂｒ－ＲＦＢシステム（１．３６Ｖ）
の標準セル電圧の３．２倍、全バナジウムＲＦＢシステム（１．２６Ｖ）の標準セル電圧
の３．４倍、および鉄－クロムＦｅ／Ｃｒ－ＲＦＢシステム（１．１８Ｖ）の標準セル電
圧の３．６倍である。Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムの非常に高い標準セル電圧
は、リチウムイオン電池（約３．５Ｖ）の標準セル電圧よりもさらに高く、他のレドック
スフロー電池技術に対抗する設計の大きな可能性を示唆する。
【００３０】
　Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムのための開回路電圧（ＯＣＶ）の試験は、図７
で示される。見て分かるように、高い初期ＯＣＶ（３．５４Ｖ）および２０分後の安定し
たＯＣＶ（３．２８Ｖ）が認識される。Ｃｏ３＋／Ｃｏ２＋レドックス対について以前に
観察された非常に緩やかな動力学、および使用される全く最適化されていない電極を考慮
すると、これらのＯＣＶデータは、標準セル電圧（４．２９Ｖ）とかなり一致するものと
考えられる。加えて、Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムは、図８の充電／放電曲線
で示されるように機能する。期待される放電反応および充電反応は、それぞれ、式１およ
び式２で示される。
Ｃｏ３＋　＋　ｅ－　→　Ｃｏ２＋　式．１（ａ）
Ａｌ　＋　４ＯＨ－　→　Ａｌ（ＯＨ）４

－　＋　３ｅ－　式．１（ｂ）
Ｃｏ２＋　→　Ｃｏ３＋　＋　ｅ－　式．２（ａ）
Ａｌ（ＯＨ）４

－＋　３ｅ－　→　Ａｌ　＋　４ＯＨ－　式．２（ｂ）
【００３１】
　放電過程（図８の下側の曲線）について、セル電圧は、１０分の放電にわたって、初期
の３．１１Ｖから２．８４Ｖに、僅かに滑らかに減少する。ここでは予備実験として１０
分だけの放電動作が示されているが、さらに長い放電時間も可能である。充電過程（図８
の上側の曲線）も試みたところ、セル電圧は、１０分の充電にわたって初期の３．２５Ｖ
から３．５９Ｖまで増加している。明らかに、Ａｌ／Ｃｏ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムの
実験的証明は、そのような設計が実現可能であり、功を奏することを裏付けている。
【００３２】
　例えば、ＲＦＢシステムの別の魅力的な候補は、［（Ｚｎ／Ｚｎ（ＯＨ）４

２－）／（
Ｃｅ４＋／Ｃｅ３＋）］として構成される、亜鉛－セリウムＭＭＭＥ－ＲＦＢシステム（
Ｚｎ／Ｃｅ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢ）である。図２または図３と比較すると、Ｚｎ／Ｃｅ－Ｍ
ＭＭＥ－ＲＦＢのＺｎ部分は、第２の電解質５０中に含まれ、Ｚｎ／Ｃｅ－ＭＭＭＥ－Ｒ
ＦＢのＣｅ部分は、第３の電解質７０中に含まれる。図４または図５と比較すると、Ｚｎ
／Ｃｅ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢのＺｎ部分は、第２の電解質２０１中に含まれ、Ｚｎ／Ｃｅ－
ＭＭＭＥ－ＲＦＢのＣｅ部分は、第３の電解質２０７中に含まれる。
【００３３】
　Ｚｎ／Ｚｎ（ＯＨ）４

２－レドックス対からの負電極電位（－１．２１６Ｖ）、Ｃｅ４

＋／Ｃｅ３＋レドックス対からの正電極電位（＋１．７４３Ｖ）を組み合わせているので
、Ｚｎ／Ｃｅ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムは、２．９６Ｖの標準セル電圧を提供する。そ
のような高い標準セル電圧はまた、全ての従来の水性ＲＦＢシステムの標準セル電圧より
も高く、例えば、ＡＶ－ＲＦＢシステムの標準セル電圧（１．２６Ｖ）よりも高く、また



(11) JP 2015-519718 A 2015.7.9

10

20

30

40

50

、Ｚｎ／Ｃｅ－ＲＦＢシステムの標準セル電圧（Ｚｎ／Ｃｅ－ＲＦＢシステムについては
、負電極における水素放出に対する強い懸念にもかかわらず、２．５０Ｖ）よりも高い。
放電反応および充電反応は、それぞれ、式３および式４で表される。
Ｃｅ４＋　＋　ｅ－　→　Ｃｅ３＋　式．３（ａ）
Ｚｎ　＋　４ＯＨ－　→　Ｚｎ（ＯＨ）４

２－　＋　２ｅ－　式．３（ｂ）
Ｃｅ３＋　→　Ｃｅ４＋　＋　ｅ－　式．４（ａ）
Ｚｎ（ＯＨ）４

２－　＋　２ｅ－　→　Ｚｎ　＋　４ＯＨ－　式．４（ｂ）
【００３４】
　充電過程中に、亜鉛酸塩陰イオン（ｚｉｎｃａｔｅ　ａｎｉｏｎｓ）は、亜鉛金属に還
元され、ナトリウム陽イオンは、中間区画から負区画に平衡される。一方で、セリウム（
ＩＩＩ）陽イオンは、セリウム（ＩＶ）に酸化し、過塩素酸塩陰イオンは、中間区画から
正区画に平衡される。放電過程中には、逆の反応およびイオン移動方向が当てはまる。
【００３５】
　９０％の充電状態に到達するまで充電した後に、ＯＣＶを１５分間監視する。図９で分
かるように、３．１４Ｖの初期ＯＣＶを示し、３．１０Ｖに迅速に安定する。これらのＯ
ＣＶは、標準のＯＣＶ（２．９６Ｖ）よりも高く、これは、セルが充電された状態（９０
％の充電状態）であるので相応である。明らかに、そのような観察された高いＯＣＶは、
ここでも、ＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムが実現可能であり、功を奏することを裏付け、立証
している。
【００３６】
　同じく重要なことに、放電動作および充電動作はどちらも、定電流（６０ｍＡの電流ま
たは５ｍＡ／ｃｍ２の電流密度）で、成功裏に達成された。図１０で分かるように、セル
電圧は、充電動作（図１０の上側の曲線）において、初期の３．０８Ｖから３０分の充電
後の３．１７Ｖに、僅かに非常に滑らかに増加し、非常に高い電圧効率（９３％～９６％
）を示す。水素放出が強い懸念（酸性電解質を使用したときに、７６０ｍＶの過電位）で
あることが分かった従来のＺｎ／Ｃｅ－ＲＦＢシステムとは異なり、水素放出反応は、そ
の過電位がＺｎ／Ｃｅ－ＲＦＢの７６０ｍＶから、本発明のＺｎ／Ｃｅ－ＭＭＭＥ－ＲＦ
Ｂシステムの３８８ｍＶに降下する（ｐＨ＝１４で、Ｚｎ／Ｚｎ（ＯＨ）４

２－レドック
ス対の－１．２１６Ｖに対し、ＯＨ－／Ｈ２の－０．８２８Ｖ）ので、本発明のＺｎ／Ｃ
ｅ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムにおいて大幅に抑制される。実際に、水素放出現象は、放
電動作全体中に、ならびに充電動作中に見られなかった。放電動作（図１０の下側の曲線
）において、セル電圧は、初期の２．８８Ｖからほぼ４時間の放電後に２．７２Ｖに減少
し、非常に安定した電圧領域を示し、次いで、利用可能な種の大部分が消費された後に急
激に降下する。放電の電圧効率は、９２％～９７％の範囲であり、充電の電圧効率にほぼ
等しい。
【００３７】
　放電期間は、３時間５６分にわたって持続し、充電期間の４時間に非常に近く、高いク
ーロン効率を示す。全体的なクーロン効率、電圧効率、およびエネルギー効率は、表１で
算出される。増加したセル電圧、減少したイオンクロスオーバー、および抑制された水素
放出を組み合わせることで、本発明のＺｎ／Ｃｅ－ＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムは、明らか
に従来のＺｎ／Ｃｅ－ＲＦＢシステムよりも優れている。
【００３８】
【表１】

【００３９】
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　５ｍＡ／ｃｍ２での充電－放電電圧曲線は、図１１で示され、図１１は、明白なクーロ
ン効率、電圧効率、およびエネルギー効率の変化を伴わない、１０個の成功した連続サイ
クルを示す（図１２で、各サイクルに関する効率を示す）。
　（実施例１）
【００４０】
　［（Ａｌ／Ａｌ（ＯＨ）４

－）／（Ｃｏ３＋／Ｃｏ２＋）］として構成される、アルミ
ニウム－コバルトＤＭＴＥ－ＲＦＢシステム（Ａｌ／Ｃｏ－ＤＭＴＥ－ＲＦＢ）を構築し
た。３つのプラスチックジャーで構成される３区画セルを設計し、以下のように使用した
。２つのジャーの間に穴（直径１／４インチ（約６．３５ｍｍ））をあけた、３つの５０
ｍｌのプラスチックジャーを直列に配置した。３つのジャーを、内部の半反応に基づいて
、負、中間、および正の区画に割り当てた。１片のＮａｆｉｏｎ（登録商標）２１２膜（
ＤｕＰｏｎｔ、厚さ５０μｍ）および１片のＦｕｍａｓｅｐ（登録商標）ＦＡＡ膜（Ｆｕ
Ｍａ－Ｔｅｃｈ、厚さ７０μｍ）を、それぞれ、ＣＥＭおよびＡＥＭとして使用した。結
合部品を封止するためのＯリングとともに、ＣＥＭは、負区画と中間区画との間に配置さ
れ、一方で、ＡＥＭは、中間区画と正区画との間に配置される。３つのジャーを強固に加
圧して電解質の漏出を回避するために、２つのクランプを使用した。ポテンショスタット
／ガルバノスタット（Ｓｏｌａｒｔｒｏｎ１２８７Ａ）を、ＯＣＶおよび放電－充電サイ
クル試験の双方で使用した。
【００４１】
　３．７６ＭのＮａＯＨ、０．２４ＭのＮａＡｌＯ２、および０．０５ＭのＮａＳｎＯ２

を含有する溶液を、負電解質として使用した。０．１ＭのＣｏ（ＣｌＯ４）２および２Ｍ
のＨＣｌＯ４を含有する溶液を、正電解質として使用したが、これは、ＣｏＣＯ３を過塩
素酸中に溶解することによって調製した。４ＭのＮａＣｌＯ４溶液を、中間支持電解質と
して使用した。Ａｌストリップ（ＥＳＰＩ　Ｍｅｔａｌｓ、２ｃｍ×３ｃｍ、５Ｎグレー
ド）の小片およびグラファイトフェルト（ＳＧＬ　Ｇｒｏｕｐ、２ｃｍ×３ｃｍ、Ｓｉｇ
ｒａｃｅｌｌ（登録商標）ＧＦＡ５　ＥＡタイプ）の小片を、それぞれ、負電極および正
電極として使用した。セルは、最初に、５０ｍＡ（または８．３ｍＡ／ｃｍ２の電流密度
）で２．５時間充電し、ＯＣＶを２０分にわたって試験した。次いで、放電－充電サイク
ルを、５ｍＡ（または０．８３ｍＡ／ｃｍ２の電流密度）の定電流に設定することによっ
て、２０分にわたって行った。
　（実施例２）
【００４２】
　［（Ｚｎ／Ｚｎ（ＯＨ）４

２－）／（Ｃｅ４＋／Ｃｅ３＋）］として構成される、亜鉛
－セリウムＤＭＴＥ－ＲＦＢ（Ｚｎ／Ｃｅ－ＤＭＴＥ－ＲＦＢ）を構築した。３つのアク
リルフローチャネルで構成される３区画セルを設計し、以下のように使用した。３つの５
ｃｍ×６ｃｍの矩形チャネルを、膜の間に直列に配置した。３つのチャネルを、内部の半
反応に基づいて、負、中間、および正の区画に割り当てた。１片のＮａｆｉｏｎ（登録商
標）１１３５膜（ＤｕＰｏｎｔ、厚さ８７．５μｍ）および１片のＦｕｍａｓｅｐ（登録
商標）ＦＡＡ膜（ＦｕＭａ－Ｔｅｃｈ、厚さ７０μｍ）を、それぞれ、ＣＥＭおよびＡＥ
Ｍとして使用した。結合部品を封止するためのシリコーンガスケットとともに、ＣＥＭは
、負区画と中間区画との間に配置され、一方で、ＡＥＭは、中間区画と正区画との間に配
置される。正電極および負電極は、それぞれ、その対応する各区画に隣接して配置される
。３つのチャネルおよび電極を強固に加圧して電解質の漏出を回避するために、２つのク
ランプを使用した。電解質は、チャネルの外部で３つのタンク中に貯蔵し、蠕動ポンプ（
Ｍａｓｔｅｒｆｌｅｘ（登録商標）Ｌ／Ｓ（登録商標）、１００ＲＰＭ）によって送達さ
れる。作動流体の電池機構は、ポテンショスタット／ガルバノスタット（Ｓｏｌａｒｔｒ
ｏｎ１２８７Ａ）とし、ＯＣＶおよび放電－充電サイクル試験の双方で使用した。
【００４３】
　負電解質は、３ＭのＮａＯＨおよび０．５ＭのＮａ２を含有した［Ｚｎ（ＯＨ）４）］
。０．５ＭのＣｅ（ＣｌＯ４）３、２ＭのＨＣｌＯ４を含有する溶液を、正電解質として
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使用したが、これは、Ｃｅ２（ＣＯ３）３を過塩素酸に溶解することによって調製した。
使用した中間電解質は、４ＭのＮａＣｌＯ４溶液であった。試験で使用した各電解質の容
積は、３０ｍｌである。矩形の銅板（ＥＳＰＩ　Ｍｅｔａｌｓ、５ｃｍ×６ｃｍ、３Ｎグ
レード）を、負電流コレクタとして使用した。実験の前に、参照方法に従って、銅は、ア
セトンで洗浄し、カドミウムの層を堆積させた。グラファイト系双極板（ＳＧＬ　Ｇｒｏ
ｕｐ、５ｃｍ×６ｃｍ、Ｓｉｇｒａｃｅｔ（登録商標）　ＴＦ６タイプ）を、正電流コレ
クタとして使用した。グラファイトフェルト（ＳＧＬ　Ｇｒｏｕｐ、３ｃｍ×４ｃｍ、Ｓ
ｉｇｒａｃｅｌｌ（登録商標）ＧＦＡ５　ＥＡタイプ）を、正電極として使用し、双極板
に接触させるためにプラスチックフレームによって加圧した。充電および放電のカットオ
フ電圧は、それぞれ、３．２４および１．８である。放電－充電サイクルは、６０ｍＡ（
または５ｍＡ／ｃｍ２の電流密度）の定電流密度で、３つ全ての電解質について２０ｍｌ
／分の流速で行った。
【００４４】
　上で説明されるＭＭＭＥ－ＲＦＢシステムは、酸性／中性／塩基性の構成のもの以外の
他の構成を有し得るが、それらに制限されない。表２～表４は、ＭＭＭＥ－ＲＦＢ構成の
いくつかの可能な候補および組み合わせを列記する。
【表２】
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【表３－１】
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【表３－２】

【表４】

【００４５】
　本明細書で説明されるレドックスフロー電池システムで使用するための、他の魅力的な
候補としては、非水性全ルテニウムＲＦＢ（Ｒｕ（ａｃａｃ）３／［Ｒｕ（ａｃａｃ）３

］－に対する［Ｒｕ（ａｃａｃ）３］＋／［Ｒｕ（ａｃａｃ）３］）、非水性全バナジウ
ムＲＦＢ（Ｖ（ａｃａｃ）３／［Ｖ（ａｃａｃ）３］－に対する対［Ｖ（ａｃａｃ）３］
＋／Ｖ（ａｃａｃ）３）、非水性全クロムＲＦＢ（［Ｃｒ（ａｃａｃ）３］－／［Ｃｒ（
ａｃａｃ）３］２－に対する［Ｃｒ（ａｃａｃ）３］＋／Ｃｒ（ａｃａｃ）３）、および
非水性全マグネシウムＲＦＢ（Ｍｎ（ａｃａｃ）３／［Ｍｎ（ａｃａｃ）３］－に対する
［Ｍｎ（ａｃａｃ）３］＋／Ｍｎ（ａｃａｃ）３等の、非水性混合イオン系に基づくもの
であり得る。
【００４６】
　本発明をいくつかの好ましい実施形態の観点から説明してきたが、本発明の範囲内に含
まれる変更物、置換物、および代替等価物がある。また、本発明の方法および装置を実現
する数多くの代替の方法があることにも留意されたい。したがって、以下の添付の特許請
求の範囲は、本発明の真の精神および範囲の範囲内に含まれる全てのそのような変更物、
置換物、および代替等価物を含むものとして解釈されることが意図される。
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