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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
炭素材料を主成分とする電極と、リチウムイオンを含有してなる電解液を有するキャパ
シタの製造方法であって、
フッ化炭素を主成分として形成される電池正極と、リチウムを主成分として形成される
電池負極と電解液とを備えてなるリチウム一次電池を形成するとともに、放電可能状態に
ある前記リチウム一次電池を放電させ、前記電池正極を電解質イオン吸蔵可能な炭素材料
に変換するとともに、前記電池負極から前記電解液中にリチウムイオンを放出させて、放
電後の前記電池正極をキャパシタ正極とするとともに、放電後の前記電池負極をキャパシ
タ負極とするキャパシタの製造方法。
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【請求項２】
請求項１記載のキャパシタの製造方法により製造されたキャパシタ。
【請求項３】
前記フッ化炭素が、フッ化黒鉛である請求項２に記載のキャパシタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、炭素材料を主成分とする電極と、前記電極との界面に電気二重層を形成する
リチウムイオンを含有してなる電解液を有するキャパシタの製造方法およびキャパシタに
関する。
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【背景技術】
【０００２】
近年、電力供給源としてエネルギー密度の高さから二次電池が用いられてきた。しかし
、二次電池だけでは充放電を行う際に電極付近での化学反応を必要とするため充放電に時
間を要し、充放電の応答性に優れた新たな電力供給源が求められている。
【０００３】
そこで新たな電力供給源として現在は、正極に電気二重層キャパシタ用の活性炭電極、
負極にリチウムイオン電池用の黒鉛電極を用いることで構成される、二次電池と同等のエ
ネルギー密度を持たせたキャパシタ、すなわちハイブリッドキャパシタ（リチウムイオン
キャパシタ）が注目されている。このハイブリッドキャパシタは電解液が含浸された正極
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および負極を用い、充放電の際には正極の表面において含浸された電解液中の電解質のイ
オンが吸着および脱離を繰り返して充放電が行われるため、正極では化学反応を必要とし
ないため二次電池より充放電の応答性が優れているという特性を有したものであった。（
たとえば、特許文献１参照）
【０００４】
一方、フッ化黒鉛を正極に用いた（ＣＦ）n／Ｌｉ一次電池は、高くかつ安定した放電
電圧、高いエネルギー密度、貯蔵性の良さなど、優れた特性を示す一次電池である。この
電池の放電反応は、非特許文献１によれば、三元系化合物（Ｃ−Ｆ−Ｌｉ）nの生成反応
であり、生成した放電生成物は、不均化反応によって最終的にはＬｉＦとＣに分解すると
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されている。
（ＣＦ）n

＋

ｎＬｉ

→

（Ｃ−Ｆ−Ｌｉ）n

→

ｎＬｉＦ

＋

ｎＣ

この電池は、従来から一次電池として使用され、放電後（使用後）は、そのまま廃棄さ
れているのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０−２６２９６８号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ
ＧＲＡＰＨＩＴＥ
ｅｋａｚｕ
ｓｕ

ＦＬＵＯＲＩＤＥ−ＬＩＴＨＩＵＭ

ＴＯＵＨＡＲＡ，

ＷＡＴＡＮＡＢＥ

ａｔｅ

ＲＥＡＣＴＩＯＮ

Ｉｏｎｉｃｓ

ａｎｄ

Ｈｉｒｏｙｕｋｉ
Ａｌａｉｎ

１４，

ＭＥＣＨＡＮＩＳＭ
ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ，

ＩＮ

ＦＵＪＩＭＯＴＯ，

ＴＲＥＳＳＡＵＤ，

30

Ｈｉｄ

Ｎｏｂｕａｔ

Ｓｏｌｉｄ

Ｓｔ

１６３−１７０（１９８４）

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記実状に鑑みなされたものであって、簡便かつ効率的に実用性の高いキャ
パシタを製造する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
本発明者らは、現状では使いきりで使用されている（ＣＦ）n／Ｌｉ一次電池の電極材
料が反応生成物として炭素が生成するとともに、電解液中にリチウムイオンを生成する構
成となっている点に着目し、鋭意研究したところ、（ＣＦ）n／Ｌｉ一次電池正極からの
前記生成物としての炭素は、電解質イオンを吸着する能力を有するとともに、一次電池の
構成を全く変えることなく、放電後に充電することで、キャパシタとして働くことを新た
に見出し、本願発明を完成した。
【０００９】
本発明は、上記新知見に基きなされたものであって、上記目的を達するための本発明の
特徴構成は以下のとおりである。
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【００１０】
〔構成１〕
本発明のキャパシタの製造方法の特徴構成は、フッ化炭素を主成分として形成される電
池正極と、リチウムを主成分として形成される電池負極と電解液とを備えてなるリチウム
一次電池を形成するとともに、放電可能状態にある前記リチウム一次電池を放電させ、前
記電池正極を電解質イオン吸蔵可能な炭素材料に変換するとともに、前記電池負極から前
記電解液中にリチウムイオンを放出させて、放電後の前記電池正極をキャパシタ正極とす
るとともに、放電後の前記電池負極をキャパシタ負極とする点にある。
【００１１】
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〔作用効果１〕
上記構成によると、フッ化炭素を主成分として形成される電池正極と、リチウムを主成
分として形成される電池負極と電解液とを備えてなるリチウム一次電池では、電池正極、
電池負極において下記反応が進行する。
【００１２】
電池正極：（ＣＦ）n
電池負極：

＋

ｎｅ‑

→

Ｃ

ｎＬｉ

→

ｎＬｉ+

＋

Ｆ‑
＋

ｎｅ‑

【００１３】
ここで、電池正極に生成する炭素（Ｃ）は、フッ化炭素（（ＣＦ）n）から炭素骨格を
残してフッ素イオンを取り除いた状態に近い非晶質となっており、電解質イオンを吸着す
るのに適した多孔質構造を備えたものになると予想し、放電可能状態にある前記リチウム
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一次電池を放電させた後、前記電池正極の充電（電解質イオンの吸蔵）を試みたところ、
後述の実施の形態に示すように、実用的な起電力が生じる程度に充電され（電解質イオン
を吸蔵し）、さらに放電後再充電しても再現性高く起電力を生じる（再充電可能である）
ことが確認された。
【００１４】
すなわち、前記リチウム一次電池は、放電により、前記電池正極を電解質イオン吸蔵可
能な炭素材料に変換するとともに、前記電池負極から前記電解液中にリチウムイオンを放
出させることができるから、前記リチウム一次電池の全体構成を変えることなく、単に放
電後に充電するだけで、キャパシタとして機能させることができるのである。
【００１５】
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その結果、従来は使いきりで使用され、使用後は廃棄されていたリチウム一次電池を、
有効に再利用して、キャパシタとして使用できることになり、簡便な製造形態で、種々の
機器に搭載されるデバイスとして再利用することができ、省資源にも寄与することができ
る。
【００１６】
〔構成２〕
本発明のキャパシタの特徴構成は、上記キャパシタの製造方法により製造される点にあ
る。
【００１７】
〔作用効果２〕
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上記構成によると、リチウム一次電池を放電させ、前記電池正極をリチウムイオン吸蔵
可能な炭素材料に変換するとともに、前記電池負極から前記電解液中にリチウムイオンを
放出させて、元のリチウム一次電池の構成を全く変更することなく、単に充電するだけで
、キャパシタとして機能させることができるものであるから、例えば、配線回路に介装し
て用いられた使用済みのリチウム一次電池を、その配線を前記リチウム一次電池をキャパ
シタとして使用する形態に切替えて用いたり、前記配線回路から使用済みのリチウム一次
電池を、別の用途に再利用可能に取り外して用いたりすることができ、種々の機器に取り
付けて用いることができる。
【００１８】
尚、前記リチウム一次電池の構造としては、円筒形電池であっても角形電池であっても
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よい。角形電池の場合、電極群は楕円体状に捲回し中央部を圧縮した扁平型の電極群とし
ても良いが、複数の正極板、負極板をセパレータを介して積層した平板状の電極群とする
こともできる。これにより、それぞれ対応する形状のキャパシタを得ることができる。
【００１９】
以上説明した、キャパシタは、実体的に、リチウム一次電池をキャパシタとして使用す
る方法と言うことができ、具体的には、フッ化炭素を主成分として形成される電池正極と
、リチウムを主成分として形成される電池負極と電解液とを備えてなるリチウム一次電池
を放電させ、電池正極をリチウムイオン吸蔵可能な炭素材料に変換するとともに、電池負
極から電解液中にリチウムイオンを放出させた放電状態において、両極を充電することで
、放電後のリチウム一次電池をキャパシタとして使用することといえる。
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【００２０】
〔構成３〕
尚上記構成において、前記フッ化炭素が、フッ化黒鉛であることが好ましい。
【００２１】
〔作用効果３〕
上記構成において、フッ化炭素電極としては、フッ化黒鉛およびピッチのフッ化物、コ
ークスをはじめとする一般的な炭素材料のフッ化物等が用いられるが、中でもフッ化黒鉛
がリチウム電池の性能、キャパシタの性能の両面から好適である。キャパシタの性能とし
ては、充電容量、充放電特性、耐久性において、フッ化黒鉛を用いた場合に、特に実用に
耐える高い性能を発揮しうる事が確認されている。
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【００２２】
尚、フッ化黒鉛としては、（ＣＦ）n、（Ｃ2Ｆ）nが好ましく、さらには（ＣＦ）nが好
ましい。
【００２３】
前記リチウム一次電池は、たとえば、正極と負極とをセパレータを介して巻回するかま
たは積層してなる電極群を、非水電解質とともに電池ケース内に封入することによって製
造できる。このようにしてリチウム電池を構成する場合に用いられる各種部材としては、
以下のような材料を用いることができる。
【００２４】
セパレータは、正極と負極との間に介在するように設けられる。セパレータとしては、
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この分野で常用されるものを使用でき、たとえば、合成樹脂材料からなる多孔性シート状
物が挙げられる。合成樹脂材料としては特に制限されないが、ポリエチレン、ポリプロピ
レンなどのポリオレフィンが好ましい。多孔性シート状物とは、具体的には、たとえば、
多孔質膜、織布、不織布などである。セパレータの厚さは特に制限されず、１０〜３００
μｍ程度の範囲から、非水電解質二次電池の種類、形態、用途などに応じて適宜選択すれ
ばよい。
【００２５】
非水電解質としては、たとえば、液状非水電解質、ゲル状非水電解質、固体状電解質（
たとえば高分子固体電解質）などが挙げられる。
【００２６】
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液状非水電解質は、溶質（支持塩）と非水溶媒とを含み、さらに必要に応じて各種添加
剤を含む。溶質は通常非水溶媒中に溶解する。液状非水電解質は、たとえば、セパレータ
に含浸される。
【００２７】
溶質としては、この分野で常用されるものの中から、非水電解質二次電池の種類、形態
、用途などに応じて適宜選択すればよい。たとえば、非水電解質二次電池がリチウムイオ
ン二次電池である場合は、たとえば、ＬｉＣｌＯ4、ＬｉＢＦ4、ＬｉＰＦ6、ＬｉＡｌＣ
ｌ4、ＬｉＳｂＦ6、ＬｉＳＣＮ、ＬｉＣＦ3ＳＯ3、ＬｉＣＦ3ＣＯ2、ＬｉＡｓＦ6、Ｌｉ
Ｂ10Ｃｌ10、低級脂肪族カルボン酸リチウム、ＬｉＣｌ、ＬｉＢｒ、ＬｉＩ、クロロボラ
ンリチウム、ホウ酸塩類、イミド塩類などを使用できる。
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【００２８】
ホウ酸塩類としては、ビス（１，２−ベンゼンジオレート（２−）−Ｏ，Ｏ
リチウム、ビス（２，３−ナフタレンジオレート（２−）−Ｏ，Ｏ
ビス（２，２

−ビフェニルジオレート（２−）−Ｏ，Ｏ

）ホウ酸

）ホウ酸リチウム、

）ホウ酸リチウム、ビス（５

−フルオロ−２−オレート−１−ベンゼンスルホン酸−Ｏ，Ｏ

）ホウ酸リチウムなどが

挙げられる。イミド塩類としては、ビストリフルオロメタンスルホン酸イミドリチウム（
（ＣＦ3ＳＯ2）2ＮＬｉ）、トリフルオロメタンスルホン酸ノナフルオロブタンスルホン
酸イミドリチウム（（ＣＦ3ＳＯ2）（Ｃ4Ｆ9ＳＯ2）ＮＬｉ）、ビスペンタフルオロエタ
ンスルホン酸イミドリチウム（（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2ＮＬｉ）などが挙げられる。溶質は１種
を単独で用いてもよくまたは必要に応じて２種以上を組み合わせて用いてもよい。溶質の
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非水溶媒に対する溶解量は、０．５〜２モル／Ｌの範囲内とすることが望ましい。
【００２９】
非水溶媒としては、この分野で常用されるものを使用でき、たとえば、環状炭酸エステ
ル、鎖状炭酸エステル、環状カルボン酸エステルなどが挙げられる。環状炭酸エステルと
しては、たとえば、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、エチレンカーボネート（ＥＣ）、
ブチレンカーボネートなどが挙げられる。鎖状炭酸エステルとしては、たとえば、ジエチ
ルカーボネート（ＤＥＣ）、エチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）、ジメチルカーボネー
ト（ＤＭＣ）、メチルプロピオネートなどが挙げられる。環状カルボン酸エステルとして
は、たとえば、γ−ブチロラクトン（ＧＢＬ）、γ−バレロラクトン（ＧＶＬ）などが挙
げられる。また、４Ｖ級の耐酸化還元電位を有する非水溶媒を用いることもできる。非水
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溶媒は１種を単独で用いてもよくまたは必要に応じて２種以上を組み合わせて用いてもよ
い。
【００３０】
添加剤としては、たとえば、充放電効率を向上させる材料、電池を不活性化させる材料
などが挙げられる。充放電効率を向上させる材料は、たとえば、負極上で分解してリチウ
ムイオン伝導性の高い被膜を形成し、充放電効率を向上させる。このような材料の具体例
としては、たとえば、ビニレンカーボネート（ＶＣ）、４−メチルビニレンカーボネート
、４，５−ジメチルビニレンカーボネート、４−エチルビニレンカーボネート、４，５−
ジエチルビニレンカーボネート、４−プロピルビニレンカーボネート、４，５−ジプロピ
ルビニレンカーボネート、４−フェニルビニレンカーボネート、４，５−ジフェニルビニ

30

レンカーボネート、ビニルエチレンカーボネート（ＶＥＣ）、ジビニルエチレンカーボネ
ート等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよ
い。これらのうちでは、ビニレンカーボネート、ビニルエチレンカーボネートおよびジビ
ニルエチレンカーボネートから選ばれる少なくとも１種が好ましい。尚、上記化合物は、
その水素原子の一部がフッ素原子で置換されていてもよい。
【００３１】
固体状電解質は、溶質（支持塩）と高分子材料とを含む。溶質は前記で例示したものと
同様のものを使用できる。高分子材料としては、たとえば、ポリエチレンオキシド（ＰＥ
Ｏ）、ポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）、エチレンオキシドとプロピレンオキシドとの
共重合体などが挙げられる。
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【発明の効果】
【００３２】
したがって、フッ化黒鉛−リチウム電池等のリチウム一次電池を放電後、正負極を逆に
することによって、簡便かつ効率的に、実用的なハイブリッドキャパシタが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】リチウム一次電池の分解斜視図である。
【図２】キャパシタの電気化学特性を示す図である
【発明を実施するための形態】
【００３４】
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以下に、本発明のキャパシタを説明する。尚、以下に好適な実施の形態を記すが、これ
ら実施の形態はそれぞれ、本発明をより具体的に例示するために記載されたものであって
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々変更が可能であり、本発明は、以下の記載
に限定されるものではない。
【００３５】
本発明のキャパシタは、フッ化炭素を主成分として形成される電池正極１と、リチウム
を主成分として形成される電池負極２と電解液３とを備えてなるリチウム一次電池を形成
するとともに、放電可能状態にある前記リチウム一次電池を放電させ、前記電池正極１を
リチウムイオン吸蔵可能な炭素材料に変換するとともに、前記電池負極２から前記電解液
３中にリチウムイオンを放出させて、放電後の前記電池正極１をアノードとするとともに
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、放電後の前記電池負極２をカソードとする（充電する）ことにより製造される。
【００３６】
以下に、さらに具体的な実施の形態を示す。
【００３７】
〔実施の形態１〕
［正極体の作成］
フッ化炭素として、フッ化黒鉛（セントラル硝子（株）製セフボン型番ＣＭＣ）、アセ
チレンブラック、ポリフッ化ビニリデンが、重量比で８：１：１になるように混合し、Ｎ
ＭＰ（Ｎ−メチルピロリドン）でスラリー化してドクターブレード法にてエッチドアルミ
箔（日本蓄電池工業、規格：２０Ｃ０５４）に塗布し、８０℃で１時間真空乾燥を行い正
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極体を得た。
【００３８】
［リチウム一次電池の作成］
図１に示すように、アルミニウム合金製正極側電池ケースＣ１と、ＳＵＳ製負局側電池
ケースＣ２の間に、正極１として上記正極体、セパレータ４、ガイドリング５、負極２と
してのリチウムホイル張り合わせ銅箔、ＳＵＳ製電極押さえ６を順に介装しリチウム一次
電池を構成した。
【００３９】
尚、前記電解液３としては、エチレンカーボネートとエチルメチルカーボネート３：７
混合溶媒に溶質としてＬｉＰＦ6を１ｍｏｌ／ｌの割合で溶解したものを用い、セパレー
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タ４としてポリプロピレン不織布を用い、ガイドリング５はポリプロピレン製とした。
【００４０】
［放電後のキャパシタとしての性能試験］
上記リチウム一次電池を、２５℃の環境温度下において、４０ｍＡ／ｇの定電流で放電
させた。放電下限電圧は１．０Ｖとした。
放電後、２５℃の環境温度下において、４０ｍＡ／ｇの定電流で充電（充電上限電圧４
．０Ｖ）、放電（放電下限電圧２．０Ｖ）を５サイクル繰り返したところ、電気化学特性
は図２実線のようになった。
【００４１】
その結果、サイクルと共に容量が劣化することはなく、キャパシタとして充放電が可能
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であった。
【００４２】
〔実施の形態２〕
実施の形態１において、フッ化黒鉛をフッ化ピッチ（大阪ガスケミカル（株）製オグソ
ールＦＰ−Ｓ）に変える以外は、同様のリチウム一次電池を作成し、同条件で放電後、充
放電を行ったところ、電気化学特性は図２破線のようになった。
【００４３】
その結果、フッ化炭素をフッ化ピッチに変更しても、実施の形態１の場合と同様に、充
放電可能なキャパシタとして動作することが確認できた。
【産業上の利用可能性】
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【００４４】
本発明のキャパシタは、放電したリチウム一次電池を充電するだけの簡単な工程で製造
することができ一般の機器に組み込み可能なデバイスとして用いられる。
【符号の説明】
【００４５】
１

：電池正極

２

：電池負極

３

：電解液

４

：セパレータ

５

：ガイドリング

６

：電極押さえ

Ｃ１，Ｃ２：電池ケース

【図１】

【図２】
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