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(57)【要約】
【課題】高エネルギー密度化を達成でき、かつ長期安定
性に優れた電気化学キャパシタを実現する。
【解決手段】本発明の電気化学キャパシタは、正極及び
負極を備え、該正極及び負極間に非水系電解液が介在し
ている電気化学キャパシタであって、非水系電解液は、
ハロゲン化物を含有することを特徴としている。また、
本発明の電気化学キャパシタは、正極及び負極からなる
一対の電極を備え、該電極間に水系電解液が介在した電
気化学キャパシタであって、上記水系電解液は、ヨウ化
物塩を含む水溶液であることを特徴としている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の電極を備え、該電極間に非水系電解液が介在した電気化学キャパシタであって、
上記非水系電解液は、ハロゲン化物を含有することを特徴とする電気化学キャパシタ。
【請求項２】
上記ハロゲン化物は、臭化物またはヨウ化物であることを特徴とする請求項１に記載の
電気化学キャパシタ。
【請求項３】
上記非水系電解液は、非水系媒体としてのイオン液体を含有することを特徴とする請求
項１または２に記載の電気化学キャパシタ。
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【請求項４】
上記ハロゲン化物は、上記イオン液体と同一のカチオンを有するハロゲン化塩であるこ
とを特徴とする請求項３に記載の電気化学キャパシタ。
【請求項５】
上記イオン液体は、１−エチル−３−メチルイミダゾリウムテトラフルオロボレート（
ＥＭＩ−ＢＦ４）であることを特徴とする請求項３または４に記載の電気化学キャパシタ
。
【請求項６】
上記非水系電解液は、非水系媒体としての有機溶媒を含有することを特徴とする請求項
１または２に記載の電気化学キャパシタ。
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【請求項７】
上記有機溶媒は、プロピレンカーボネート（ＰＣ）であることを特徴とする請求項６に
記載の電気化学キャパシタ。
【請求項８】
上記一対の電極は、活性炭を含む分極性電極であることを特徴とする請求項１〜７の何
れか１項に記載の電気化学キャパシタ。
【請求項９】
上記分極性電極のうち少なくとも正極は、ハロゲンを含む水溶液に浸漬する前処理が行
われていることを特徴とする請求項８に記載の電気化学キャパシタ。
【請求項１０】
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上記非水系電解液がリチウム塩を含有することを特徴とする請求項１〜９の何れか１項
に記載の電気化学キャパシタ。
【請求項１１】
上記リチウム塩は、ハロゲン化リチウムであることを特徴とする請求項１０に記載の電
気化学キャパシタ。
【請求項１２】
上記ハロゲン化リチウムが、臭化リチウムまたはヨウ化リチウムであることを特徴とす
る請求項１１に記載の電気化学キャパシタ。
【請求項１３】
上記分極性電極のうち少なくとも負極は、ハードカーボンによって構成されていること
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を特徴とする請求項８に記載の電気化学キャパシタ。
【請求項１４】
正極及び負極からなる一対の電極を備え、該電極間に水系電解液が介在した電気化学キ
ャパシタであって、
上記水系電解液は、ヨウ化物塩を含む水溶液であるとともに、
上記正極は、ヨウ素を含む水溶液に浸漬する前処理が行われていることを特徴とする電
気化学キャパシタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、電気化学キャパシタに関する。
【背景技術】
【０００２】
電気化学キャパシタは、リチウムイオン二次電池と比較して、長寿命、高出力という点
で優れた特徴を有している。さらに、電気自動車や自然エネルギー用途などといった蓄電
デバイス市場の拡大から、電気化学キャパシタの要求性が高まっている。特に、電気化学
キャパシタについて、従来よりも高いエネルギー密度が求められている。
【０００３】
電気化学キャパシタにおけるエネルギー貯蔵メカニズムは、２つのメカニズムに区分さ
れる。すなわち、電極／電解液界面に形成される電気二重層に電荷を蓄積させるメカニズ
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ムと、少なくとも１つの電極が金属酸化物等からなり、この電極自体の酸化還元反応を利
用して電荷を蓄積させるメカニズムとに区分される。前者のメカニズムとしては、電気二
重層キャパシタが挙げられ、後者のメカニズムとしては、シュードキャパシタ、レドック
スキャパシタが挙げられる。
【０００４】
上記の高いエネルギー密度の付与は、前者のメカニズムにおいて、電気二重層の形成サ
イトをより効率的に増加させるために電極構造を最適化することで、高容量化を実現する
ことができる。また、後者のメカニズムでは、キャパシタの性能を向上させるために、酸
化還元反応の活性部分を増加させたり、新規の活物質材料を適用したりする等、数多くの
方策がなされている。
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【０００５】
電気二重層キャパシタでは高比表面積を有する活性炭などを主成分とする分極性電極が
用いられる。この分極性電極としては、従来、以下のものが用いられている。例えば、活
性炭繊維に集電体を溶射或いは、蒸着法で密着させた電極、活性炭粉末にフッ素樹脂を少
量混合して集電体にプレス成形した電極、活性炭粉末に少量のアセチレンブラック、接着
剤と、揮発性の溶剤を混入して作製したペーストを集電体に圧着した後加熱、加圧してシ
ート状にした電極等が挙げられる。
【０００６】
上記電極と電解液界面に形成される電気二重層とに電荷を蓄積させるメカニズムを利用
した、いわゆる電気二重層キャパシタを高容量するために、例えば、特許文献１に開示さ
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れているように、高比表面積を有する活性炭電極などの分極性電極が利用され、またその
処理方法による高容量化が挙げられる。
【０００７】
特許文献２に記載の電気二重層キャパシタ用活性炭電極は、石炭由来の活性炭を水蒸気
賦活することにより、BET比表面積が１３５０ｍ２／ｇ以上の高比表面積を有している。
【０００８】
また、特許文献３では、電気二重層キャパシタのエネルギー密度を向上させることが提
案されている。その手法は、黒鉛類似の層状構造を持つ微結晶炭素を含有した炭素材料を
賦活処理することで、その層間距離が黒鉛よりもやや長い０．３４３ｎｍ以下の構造を持
つ微結晶炭素を含む電極を電気二重層キャパシタに用いるというものである。
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【０００９】
電極自身の酸化還元反応を利用するシュードキャパシタは、例えば、特許文献４および
５に記載されているルテニウム酸化物などを用いることができ、当該ルテニウム酸化物な
どの形状として粒子状やシート状などが挙げられる。
【００１０】
電気化学キャパシタに含まれる電解液には、水系および非水系の両者があり、電気化学
キャパシタの用途に応じて選択されている。両者を比較すると、非水系電解液の方がエネ
ルギー密度および温度特性（特に低温での温度特性）に優れ、より実用に供されている。
上記水系電解液として、特許文献６，７の技術では、電解液として、硫酸、塩酸などを含
む酸性の水溶液、中性塩を含む水溶液、水酸化ナトリウムなどの塩基性の水溶液が用いら
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れている。一方、正極と負極との間に介在させる上記非水系電解液として、例えば、特許
文献８には、プロピレンカーボネートまたはγ−ブチロラクトン等の非プロトン性有機溶
媒に、テトラエチルアンモニウムテトラフルオロボレート、トリエチルメチルアンモニウ
ムテトラフルオロボレートまたはテトラエチルホスホニウムテトラフルオロボレート等を
溶解させた非水系有機溶液が挙げられている。また、電解液としてイオン液体を利用し高
電圧化することで、エネルギー密度を向上させる技術も知られている。(特許文献８)
また、正極と負極との間に介在する電解液中にはセパレータが配置されている。このセ
パレータとしては、ガラス繊維不織布、ポリプロピレン不織布等が用いられている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００６−２７９００３号公報（２００６年１０月１２日公開）
【特許文献２】特開２００１−３１９８３７号公報（２００１年１１月１６日公開）
【特許文献３】特開２００３−０５１４３０号公報（２００３年

２月２１日公開）

【特許文献４】特開２００６−２３３２３２号公報（２００６年

９月

７日公開）

【特許文献５】特開２００４−３１５３４７号公報（２００４年１１月１１日公開）
【特許文献６】特開平９−２９３６４９号公報

（１９９７年１１月１１日公開）

【特許文献７】特開２００２−２８９４７７号公報（２００２年１０月

４日公開）

【特許文献８】特開２００４−３３５８７５号公報（２００４年１１月２５日公開）
【特許文献９】特開２００６−２３６８２９号公報（２００６年

９月

７日公開）
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
しかしながら、上述の従来の電気化学キャパシタについて高エネルギー密度化を実現す
る場合、電気二重層の形成サイトをより効率的に増加させる為に電極構造を最適化すると
、電極構造の劣化が促進したり、体積当たりのエネルギー密度が低下したりする虞がある
。また、電極自体の酸化還元反応を利用して電荷を蓄積させる電気化学キャパシタでは、
コストや出力特性の点から実用化に至らないケースがほとんどであり、実用化されても特
殊な用途に限られるのが現状である。また、電解液として有機溶液を用いた場合、水系溶
液を用いた場合よりも安全性に劣る。また、電解液としてイオン液体を利用した場合、出
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力特性や長期安定性に問題が生じることがある。
【００１３】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、高容量化及び高エ
ネルギー密度化を達成でき、かつ長期安定性に優れた電気化学キャパシタを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明者らは、上記の課題を解決するために鋭意検討した結果、ハロゲン化物を溶解さ
せた非水系電解液および水系電解液を用い、ハロゲン化物のレドックス反応を利用した電
解液の容量発現に成功し、上記電解液の容量発現を利用することにより、高容量化及び高
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エネルギー密度化を達成でき、かつ長期安定性に優れた電気化学キャパシタを実現できる
ことを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１５】
すなわち、本発明の電気化学キャパシタの第１の構成は、上記の課題を解決するために
、一対の電極を備え、該電極間に非水系電解液が介在した電気化学キャパシタであって、
上記非水系電解液は、ハロゲン化物を含有することを特徴としている。
【００１６】
また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記ハロゲン化物は、臭化物またはヨウ化物
であることが好ましい。
【００１７】
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また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記非水系電解液は非水系媒体としてのイオ
ン液体を含有することが好ましい、すなわち、上記ハロゲン化物の塩とイオン液体の混合
電解液であることが好ましい。上記非水系電解液にイオン液体を含んでいるため、揮発性
の低減による難燃性を備えている。
【００１８】
また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記ハロゲン化物は、上記イオン液体と同一
のカチオンを有するハロゲン化塩であることが好ましい。上記非水系電解液に含まれるカ
チオンを共通化することにより、ハロゲン化物の溶解度を高めることができる。
【００１９】
また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記イオン液体は、１−エチル−３−メチル
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イミダゾリウムテトラフルオロボレート（ＥＭＩ−ＢＦ４）であることが好ましい。
【００２０】
また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記非水系電解液は、非水系媒体としての有
機溶媒を含有することが好ましい。上記非水系電解液が非水系媒体としての有機溶媒を含
有する、すなわち、有機溶媒にハロゲン化物の塩が溶解した非水系電解液であるため、高
出力の電気化学キャパシタを実現することができる。
【００２１】
また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記有機溶媒は、プロピレンカーボネート（
ＰＣ）であることが好ましい。
【００２２】
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また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記一対の電極は、活性炭を含む分極性電極
であることが好ましい。
【００２３】
また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記分極性電極のうち少なくとも正極は、ハ
ロゲンを含む水溶液に浸漬する前処理が行われていることが好ましい。
【００２４】
また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記非水系電解液がリチウム塩を含有するこ
とが好ましい。
【００２５】
また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記リチウム塩は、ハロゲン化リチウムであ
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ることが好ましい。
【００２６】
また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記ハロゲン化リチウムが、臭化リチウムま
たはヨウ化リチウムであることが好ましい。
【００２７】
また、本発明の電気化学キャパシタでは、上記分極性電極のうち少なくとも負極は、ハ
ードカーボンによって構成されていることが好ましい。
【００２８】
また、本発明に係る電気化学キャパシタの第２の構成は、上記の課題を解決するために
、正極及び負極からなる一対の電極を備え、該電極間に水系電解液が介在した電気化学キ
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ャパシタであって、上記水系電解液は、ヨウ化物塩を含む水溶液であることを特徴として
いる。また、上記正極は、ヨウ素を含む水溶液に浸漬する前処理が行われていることが好
ましい。
【発明の効果】
【００２９】
本発明に係る電気化学キャパシタの第１の構成は、以上のように、一対の電極を備え、
該電極間に非水系電解液が介在した電気化学キャパシタであって、上記非水系電解液は、
ハロゲン化物を含有する構成である。
【００３０】
また、本発明に係る電気化学キャパシタの第２の構成は、以上のように、正極及び負極
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からなる一対の電極を備え、該電極間に水系電解液が介在した電気化学キャパシタであっ
て、上記水系電解液は、ヨウ化物塩を含む水溶液であるとともに、上記正極は、ヨウ素を
含む水溶液に浸漬する前処理が行われている構成である。
【００３１】
それゆえ、上記非水系および水系電解液に含まれるハロゲンが酸化還元反応による擬似
容量を発現し、高容量化及び高エネルギー密度化を達成できる。また、上記ハロゲンが電
解液に含まれることから、長期安定性に優れた電気化学キャパシタを実現することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
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【図１】従来の電気二重層キャパシタの充放電カーブ（左側）と電気二重層キャパシタに
本発明を適用したキャパシタの充放電カーブ（右側）とを模式的に示した模式図である。
【図２】実施例１，２及び比較例１の電気化学キャパシタセルにおける充放電カーブの測
定結果を示すグラフであり、（ａ）はセル全体の電圧に基づく充放電カーブを示し、（ｂ
）は正極、負極各々の電位に基づく充放電カーブを示す。
【図３】実施例１，２及び比較例１の電気化学キャパシタセルについて、放電容量を測定
した結果を示すグラフである。
【図４】実施例１及び比較例１の電気化学キャパシタセルについて、作動電圧２．０Ｖで
１５時間保持してリーク電流試験を実施し、両電気化学キャパシタセルでリーク電流の比
較を行った結果を示すグラフである。
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【図５】実施例１及び比較例１の電気化学キャパシタセルについて１，０００サイクル充
放電した場合の、セル当たりの放電容量、およびクーロン効率の変化を示すグラフであり
、（ａ）はセル当たりの放電容量の変化を示し、（ｂ）はクーロン効率の変化を示す。
【図６】実施例３及び４、実施例１、比較例１の電気化学キャパシタセルにおける充放電
カーブの測定結果を示すグラフであり、（ａ）は実施例３及び実施例１、比較例１の電気
化学キャパシタセルにおける正極、負極各々の電位に基づく充放電カーブを示し、（ｂ）
は実施例４の電気化学キャパシタセルにおける正極、負極各々の電位に基づく充放電カー
ブを示す。
【図７】実施例５及び比較例２の電気化学キャパシタセルにおける充放電カーブの測定結
果を示すグラフであり、正極、負極各々の電位に基づく充放電カーブを示す。

30

【図８】実施例５及び比較例３の電気化学キャパシタセルについて、各放電電流密度にて
放電した際の放電容量を測定した結果を示すグラフである。
【図９】実施例５及び比較例３の電気化学キャパシタセルについて５，０００ｍＡ ｇ−
１

の電流密度で１００，０００サイクル充放電した場合の、セル当たりの放電容量を示す

グラフである。
【図１０】電気二重層キャパシタに本発明を適用したキャパシタの充放電カーブを示した
模式図である。
【図１１】実施例１、６の電気化学キャパシタセルにおける正極、負極各々の電位に基づ
く充放電カーブの測定結果を示すグラフであり、（ａ）は実施例１、（ｂ）は、実施例６
に係るグラフである。
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【図１２】電気化学キャパシタセルの測定結果を示すグラフであり、（ａ）は、実施例１
、（ｂ）は、実施例６に係る測定結果を示すグラフである。
【図１３】実施例７及び比較例４の電気化学キャパシタセルにおける充放電カーブの測定
結果を示すグラフであり、（ａ）はセル全体の電圧に基づく充放電カーブを示し、（ｂ）
は正極、負極各々の電位に基づく充放電カーブを示す。
【図１４】実施例７及び比較例４の電気化学キャパシタセルについて、１０００ｍＡ ｇ
−１

の電流密度で１，０００サイクル充放電した場合の測定結果を示すグラフであり、（

ａ）はセル当たりの放電容量の変化を示し、（ｂ）はクーロン効率の変化を示す。
【図１５】実施例６、８及び比較例５の電気化学キャパシタセルにおける正極、負極各々
の電位に基づく充放電カーブを示すグラフである。
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【発明を実施するための形態】
【００３３】
〔実施の形態１〕
以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
【００３４】
＜１．電気化学キャパシタの概要＞
本実施形態の電気化学キャパシタ（以下、本電気化学キャパシタと記す）は、互いに対
向配置された一対の電極と、非水系電解液とを備えている。本発明の電気化学キャパシタ
においては、非水系電解液は、一対の電極間に介在している。また、本電気化学キャパシ
タは、セパレータを備えている。本発明の電気化学キャパシタがセパレータを備えた場合
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、電極はセパレータを介して対向配置される。
【００３５】
＜２．非水系電解液＞
本電気化学キャパシタで用いられる非水系電解液は、電解質塩と、該電解質塩を溶解す
る非水系媒体とを含んでいる。また、電解質塩は、非水系電解液中でレドックス反応を起
こし得る化合物（以下、レドックス反応種と記す）であり、具体的にはハロゲン化物であ
る。本電気化学キャパシタでは、非水系電解液中に溶解あるいは混合させたハロゲン化物
のレドックス反応を利用することで、高容量化及び高エネルギー密度化を実現している。
【００３６】
＜２−１．非水系媒体＞

20

非水系媒体は、従来公知の電気化学キャパシタに用いられる非水系媒体であればよい。
特に、非水系媒体は、イオン液体であることが好ましい。ここでいう「イオン液体」とは
、室温でも液体で存在する塩を意味する。このイオン液体のカチオンとしては、例えば、
イミダゾリウム、ピリジニウム、ピロリジニウム、ピペリジニウム、テトラアルキルアン
モニウム、ピラゾリウム、又はホスホニウム等が挙げられる。
【００３７】
前記イミダゾリウムとしては、例えば、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム、１−
ブチル−３−メチルイミダゾリウム、１−エチル−２，３−ジメチルイミダゾリウム、１
−アリル−３−メチルイミダゾリウム、１−アリル−３−エチルイミダゾリウム、１−ア
リル−３−ブチルイミダゾリウム、１，３−ジアリルイミダゾリウム等が挙げられる。
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【００３８】
また、前記ピリジニウムとしては、例えば、１−プロピルピリジニウム、１−ブチルピ
リジニウム、１−エチル−３−（ヒドロキシメチル）ピリジニウム、１−エチル−３−メ
チルピリジニウム等が挙げられる。
【００３９】
前記ピロリジニウムとしては、例えば、Ｎ−メチル−Ｎ−プロピルピロリジニウム、Ｎ
−メチル−Ｎ−ブチルピロリジニウム、Ｎ−メチル−Ｎ−メトキシメチルピロリジニウム
等が挙げられる。
【００４０】
また、前記ピペリジニウムとしては、例えば、Ｎ−メチル−Ｎ−プロピルピペリジニウ
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ム等が挙げられる。
【００４１】
また、前記テトラアルキルアンモニウムとしては、例えば、Ｎ，Ｎ，Ｎ−トリメチル−
Ｎ−プロピルアンモニウム、メチルトリオクチルアンモニウム等が挙げられる。
【００４２】
また、前記ピラゾリウムとしては、例えば、１−エチル−２，３，５−トリメチルピラ
ゾリウム、１−プロピル−２，３，５−トリメチルピラゾリウム、１−ブチル−２，３，
５−トリメチルピラゾリウム等が挙げられる。
【００４３】
また、上記カチオンと組み合わされてイオン液体を構成するアニオンとしては、例えば

50

(8)

JP 2012‑119653 A 2012.6.21

、ＢＦ４−、ＮＯ３−、ＰＦ６−、ＳｂＦ６−、ＣＨ３ＣＨ２ＯＳＯ３−、ＣＨ３ＣＯ２
−

、（ＦＳＯ２）２Ｎ−［ビス（フルオロスルフォニル）イミドアニオン］、又はフルオ

ロアルキル基含有アニオン等が挙げられる。
【００４４】
また、前記フルオロアルキル基含有アニオンとしては、例えば、ＣＦ３ＣＯ２−、パー
フルオロアルキルスルホニル基含有アニオン等が挙げられる。
【００４５】
また、前記パーフルオロアルキルスルホニル基含有アニオンとしては、例えば、ＣＦ３
ＳＯ３−、（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ−［ビス（トリフルオロメチルスルフォニル）イミド］
、（ＣＦ３ＳＯ２）３Ｃ−等が挙げられる。
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【００４６】
前記イオン液体としては、これら各種アニオンの少なくとも１種とこれら各種カチオン
の少なくとも１種とを組み合わせたものを採用することができる。なかでも、（１）蓄電
デバイスにおける電気的特性がより優れたものとなりつつ該電気的特性の低下が抑制され
るという点および（２）入手し易く電解液の有する電気的特性の低下が蓄電デバイスにお
いてより抑制されるという点では、テトラフルオロボレート（ＢＦ４−）アニオンを含む
イオン液体が好ましい。
【００４７】
また、大気中での取り扱いが容易という点では、パーフルオロアルキルスルホニル基含
有アニオンを含むイオン液体が好ましく、（ＦＳＯ２）２Ｎ−［ビス（フルオロスルフォ
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ニル）イミドアニオン］を含むイオン液体がより好ましい。
【００４８】
また、前記非水系電解液としては、比較的低粘度であり、イオン伝導性に優れ、電気化
学的な安定性に優れるという点で、イミダゾリウムカチオン又はピロリジニウムカチオン
を含むイオン液体が好ましい。
【００４９】
具体的には、前記非水系電解液としては、アニオンとしてのビス（フルオロスルフォニ
ル）イミドアニオン又はテトラフルオロボレートと、カチオンとしてのイミダゾリウムと
の塩が好ましく、より具体的には、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム

ビス（フル

オロスルフォニル）イミド、又は、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム

テトラフル
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オロボレートが好ましい。なお、前記イオン液体は、単独又は２種以上が組み合わされて
用いられ得る。
【００５０】
一方、非水系媒体は、「イオン液体」に限らず、電気化学キャパシタの非水系媒体に用
いられる、有機系溶媒であってもよい。このような有機系溶媒として、具体的には、アセ
トニトリル、エチレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジ
エチルエーテル、プロピレンカーボネート等を単一もしくは複数含む溶媒が挙げられる。
これらの中でも、低粘度であり、イオン伝導性に優れ、電気化学的な安定性に優れる点で
、プロピレンカーボネートが好ましい。
【００５１】
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＜２−２．レドックス反応種としてのハロゲン化物＞
本電気化学キャパシタでは、ハロゲン化物を上記非水系媒体に溶解させた非水系電解液
を用いることにより、従来の電気化学キャパシタによる容量発現に加え、レドックス反応
種としてのハロゲン化物が発現する擬似容量を利用して、高容量化及び高エネルギー密度
化を実現している。
【００５２】
従来、電気化学キャパシタを高容量化させるために、以下の方策が採られてきた。
【００５３】
電気化学キャパシタが電気二重層キャパシタである場合、電極の細孔構造、電解液を最
適化することで、電気化学キャパシタを高容量化させてきた。また、電気化学キャパシタ
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がシュードキャパシタである場合、電極を構成する新規な金属酸化物あるいは導電性高分
子を探索すること、および、金属酸化物あるいは導電性高分子の利用率を向上させること
で、電気化学キャパシタを高容量化させてきた。すなわち、従来の電気化学キャパシタで
は、電極の容量発現を最適化することで、高容量化してきた。
【００５４】
一方、本電気化学キャパシタは、電極ではなく、非水系電解液のレドックス反応による
容量発現を利用して高容量化を実現しており、従来の電気化学キャパシタと電荷貯蔵メカ
ニズムが異なる。以下、本電気化学キャパシタにおける電荷貯蔵メカニズムについて、図
１を参照して説明する。図１は、従来の電気二重層キャパシタの充放電カーブ（左側）と
電気二重層キャパシタに本発明を適用した本電気化学キャパシタの充放電カーブ（右側）
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とを模式的に示した模式図である。なお、図１では、ハロゲン化物を臭化物またはヨウ化
物としている。
【００５５】
従来の電気二重層キャパシタにおいて、正極、負極に用いている活物質は、電解液中に
おいて、所定の電位を有している。そして、充電することにより、正極表面にはアニオン
が電気二重層を形成し正極電位は上昇する。一方、負極表面にはカチオンが電気二重層を
形成し負極電位が下降する。逆に、放電時には、正極からアニオンが放出され、負極から
はカチオンが放出される。その結果、放電時には、正極電位は下降し、負極電位は上昇す
ることになる。すなわち、従来の電気二重層キャパシタでは、正極および負極が同一の場
合、各電極が示す充放電カーブは、図１の左側に示されるように、所定の電位を境に線対
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称になっており、正極の電位変化量と負極の電位変化量とがほぼ同じになっている（電気
二重層応答）。
【００５６】
一方、本電気化学キャパシタでは、非水系電解液中にハロゲン化物イオンが溶解してい
るため、充電過程においては正極の細孔内にハロゲン化物が過剰となり、ある電位に達す
ることで、ハロゲン化物の酸化体が生成する。その結果、正極が示す電位はハロゲン化物
イオンとその酸化体との平衡反応により、高電位側への電位のシフトが起こる。また、こ
の電位において、ハロゲン化物の酸化反応が起こり、電荷が貯蔵される（電荷貯蔵反応）
。上記ハロゲン化物とはＢｒ−もしくはＩ−であり、ハロゲン化物の酸化体とはＢｒ−も
しくはＩ−よりも高い酸化数を有するハロゲン誘導体である。その結果、図１の右側の充
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放電カーブに示されるように、正極電位は、ハロゲンのレドックス反応を起こす電位領域
内でほとんど変化しない（レドックス反応応答）。このため、本電気化学キャパシタの電
圧は、負極電位の変化のみに依存することになる。それゆえ、本電気化学キャパシタは、
従来の電気二重層キャパシタよりも、充放電時間が大幅に長くなり、容量が高くなる。
【００５７】
上述のように、本電気化学キャパシタは、電解液に含まれるハロゲン化物のレドックス
反応を利用した電荷貯蔵メカニズムになっており、このメカニズムは、電解液の容量発現
を利用したメカニズムであるといえる。しかしながら、このように電解液の容量発現を利
用したメカニズムは、電極側の容量発現を最適化する従来のメカニズムと異なり、レドッ
クス反応種が電解液中を拡散することにより、貯蔵された電荷を失うおそれがある（シャ
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トル効果）。このシャトル効果は、電気化学キャパシタにおいてリーク電流として観察さ
れる。本電気化学キャパシタは、後述の実施例に示されるように、リーク電流を抑えるこ
とができ、レドックス反応種の電解液中の拡散を抑制している（図４）。
【００５８】
ハロゲン化物は、上述の非水系媒体に溶解可能であり、かつ溶解したときにアニオン種
としてハロゲン化物イオンが存在する化合物であればよい。すなわち、ハロゲン化物イオ
ンを含む塩であればよく、カチオンの種類は、特に限定されない。ハロゲン化物は、臭化
物またはヨウ化物であることが好ましい。カチオンの例として、イミダゾリウム、ピリジ
ニウム、ピロリジニウム、ピペリジニウム、テトラアルキルアンモニウム、ピラゾリウム
、又はホスホニウム等が挙げられる。
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【００５９】
前記イミダゾリウムとしては、例えば、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム、１−
ブチル−３−メチルイミダゾリウム、１−エチル−２，３−ジメチルイミダゾリウム、１
−アリル−３−メチルイミダゾリウム、１−アリル−３−エチルイミダゾリウム、１−ア
リル−３−ブチルイミダゾリウム、１，３−ジアリルイミダゾリウム等が挙げられる。
【００６０】
また、前記ピリジニウムとしては、例えば、１−プロピルピリジニウム、１−ブチルピ
リジニウム、１−エチル−３−（ヒドロキシメチル）ピリジニウム、１−エチル−３−メ
チルピリジニウム等が挙げられる。
【００６１】

10

前記ピロリジニウムとしては、例えば、Ｎ−メチル−Ｎ−プロピルピロリジニウム、Ｎ
−メチル−Ｎ−ブチルピロリジニウム、Ｎ−メチル−Ｎ−メトキシメチルピロリジニウム
等が挙げられる。
【００６２】
また、前記ピペリジニウムとしては、例えば、Ｎ−メチル−Ｎ−プロピルピペリジニウ
ム等が挙げられる。
【００６３】
また、前記テトラアルキルアンモニウムとしては、例えば、Ｎ，Ｎ，Ｎ−トリメチル−
Ｎ−プロピルアンモニウム、メチルトリオクチルアンモニウム等が挙げられる。
【００６４】
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また、前記ピラゾリウムとしては、例えば、１−エチル−２，３，５−トリメチルピラ
ゾリウム、１−プロピル−２，３，５−トリメチルピラゾリウム、１−ブチル−２，３，
５−トリメチルピラゾリウム等が挙げられる。また、非水系電解液が非水系媒体としてイ
オン液体を含む場合、ハロゲン化物のカチオン種は、イオン液体と同一であることが好ま
しい。例えば、非水系電解液の非水系媒体が１−エチル−３−メチルイミダゾリウムテト
ラフルオロボレート（ＥＭＩ−ＢＦ４）である場合、ハロゲン化物は、ＥＭＩのハロゲン
化塩であることがより好ましく、例えば、１−エチル−３−メチルイミダゾリウムブロマ
イド（ＥＭＩＢｒ）、１−エチル−３−メチルイミダゾリウムヨウシド（ＥＭＩＩ）等が
挙げられる。
【００６５】

30

また、非水系媒体が有機溶媒である場合、上記カチオンを含むハロゲン化物に加え、ハ
ロゲン化物として、臭化トリエチルメチルアンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム
、ヨウ化トリエチルメチルアンモニウム，ヨウ化テトラエチルアンモニウム等を用いるこ
とができる。有機溶媒への溶解度が高い点から、ＥＭＩのハロゲン化物塩が好ましい。
【００６６】
非水系電解液におけるハロゲン化物の濃度は、非水系媒体およびハロゲン化物の種類に
よって異なるが、概して、０．３ｍｏｌ ｄｍ−３以上、２．５ｍｏｌ ｄｍ−３以下とす
ることができ、好ましくは、０．８ｍｏｌ ｄｍ−３以上、１．５ｍｏｌ ｄｍ−３以下と
することができる。ハロゲン化物の濃度が上記範囲であることにより、電気化学キャパシ
タの正極におけるレドックス反応を好適に発現させることができる。
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【００６７】
上述したように、本電気化学キャパシタではレドックス反応応答が発現するため、容量
が高いものである。ここで、本電気化学キャパシタの電圧は、負極電位の変化に依存する
ため、負極電位の改良について本発明者らは鋭意検討を行い、非水系電解液に、ハロゲン
化物イオンおよびリチウムイオンを溶解させることを見出した。非水系電解液中において
リチウムイオンが存在することによって、ハロゲン化物イオンが安定して存在し、レドッ
クス反応において電極からより離れ難いと考えられる。
【００６８】
図１０は、本発明に係る電気化学キャパシタにおいて、非水系電解液中にリチウムイオ
ン電池負極を含まないＥＭＩＢｒ／ＥＭＩ−ＢＦ４の系（実線）と、非水系電解液中にリ
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チウムイオン電池負極を含むＬｉＢｒ／ＥＭＩ−ＢＦ４の系（破線）の充放電カーブを示
した模式図である。
【００６９】
ＥＭＩＢｒ／ＥＭＩ−ＢＦ４の系（実線）では、正極および負極に活性炭を用いている
。同図に示すように、正極ではハロゲンのレドックス反応が生じており、負極では、二重
層応答が生じ、従来の電気二重層キャパシタ（ハロゲンを含んでいないもの）よりも容量
は増加する。しかしながら、負極電位が直線状の傾きを有しており、負極の容量が小さい
。また、更なるエネルギー密度を拡大させるため作動電圧を大きくした場合、負極の周囲
の電解液が分解するため作動電圧を拡大できない。つまり、比表面積が大きい活性炭を用
いているため、電解液の還元分解反応が起こり易い。
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【００７０】
一方、ＬｉＢｒ／ＥＭＩ−ＢＦ４の系（破線）では、非水系電解液にハロゲン化物イオ
ンおよびリチウムイオンが存在している。したがって、正極でハロゲンのレドックス反応
が生じ、負極ではリチウムの挿入および脱離反応（電池の充放電メカニズム）が生じ、電
気化学キャパシタの容量が増加する。また、リチウムイオンの存在により、負極電位の電
気二重層の形が変化し、分解反応が起こり難くなると考えられる。このため、分解反応が
起こり易い負極（比表面積の高い負極）を使用したとしても、負極による作動電圧が拡大
し難い作用を上回って、作動電圧を拡大することが可能となる。
【００７１】
このようなリチウムイオンの効果に加えて、ＬｉＢｒ／ＥＭＩ−ＢＦ４の系では正極に
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活性炭を、負極にハードカーボンを用いている。ハードカーボンの負極は、比表面積が活
性炭と比較し小さいため、電解液の分解反応が起こり難く（分解が起こった場合でもリチ
ウムイオン電池負極で生じる固体電解質界面（SEI）の形成程度）、負極による作動電圧
が拡大し難い作用を抑えて、作動電圧を拡大することができる。すなわち、図１０に示す
ように、負極電位は緩やかに減少し、その後、緩やかに増大することとなる。
【００７２】
具体的な値で比較すると、「ＥＭＩＢｒ／ＥＭＩ−ＢＦ４の系」の場合、従来技術に比
較して２倍ほどの容量であり、「ＬｉＢｒ／ＥＭＩ−ＢＦ４の系」の場合、従来技術の２
倍〜３．６倍（２Ｖ〜３．６Ｖ）程度の容量となる。この容量の増大は、驚くべき飛躍で
あるといえる。
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【００７３】
上記の効果に加えて、リチウムイオンが存在することにより、負極におけるハロゲン化
物イオンの分離反応が生じ難くなるため、実施例に基づき後述するように（図１２）、高
い作動電圧であっても、クーロン効率が高い電気化学キャパシタを実現できる。
【００７４】
本発明に係る非水系電解液はハロゲン化物を必須に含有するものであるため、本発明に
係るリチウム塩としては、ハロゲンを含まないリチウム塩であってもハロゲンを含むハロ
ゲン化リチウムであっても使用することができる。ハロゲンを含まないリチウム塩を使用
する場合、上述したハロゲン化物と併用すればよい。
【００７５】
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一方、ハロゲン化リチウムを使用する場合、上述したハロゲン化物と併用することも可
能である。また、ハロゲン化物を使用せず、ハロゲン化リチウムを非水系電解質に含有さ
せて用いることもできる。このため、非水系電解質を簡便に調製する観点から、ハロゲン
化リチウムを用いることが好ましい。
【００７６】
リチウム塩の具体例としては、ハロゲンを含まないリチウム塩として、六フッ化リン酸
リチウム（ＬｉＰＦ６）、四フッ化ホウ素リチウム（ＬｉＢＦ４）、過塩素酸リチウム（
ＬｉＣｌＯ４）、ビスペンタフルオロエタンスルホン酸イミド（ＬｉＢＥＴＩ）、リチウ
ムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド（ＬｉＴＦＳＩ）などを挙げることができ
る。一方、ハロゲン化リチウムとして、臭化リチウム、ヨウ化リチウムなどを挙げること
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ができる。
【００７７】
非水系電解液におけるリチウム塩（ハロゲン化リチウム）の濃度は、非水系媒体、リチ
ウム塩の種類によって異なるが、概して、０．３ｍｏｌ ｄｍ−３以上、２．０ｍｏｌ ｄ
ｍ−３以下とすることができ、好ましくは、０．８ｍｏｌ ｄｍ−３以上、１．２ｍｏｌ
ｄｍ−３以下とすることができる。リチウム塩の濃度が上記範囲であることにより、電気
化学キャパシタの負極電位の平坦性を好適に発現させることができる。
【００７８】
＜３．電極＞
本電気化学キャパシタは、互いに対向配置された一対の電極を備え、この電極間に非水
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系電解液が介在する構成になっている。
【００７９】
電極は、本電気化学キャパシタがキャパシタとして動作し得るものであれば、特に限定
されない。例えば、本電気化学キャパシタが電気二重層キャパシタである場合、電極とし
ては、通常、高比表面積を有する分極性電極（正極及び負極）を用いる。このような分極
性電極の材料としては、例えば活性炭が挙げられる。上記活性炭は形状を限定せず、粒子
状もしくは繊維布状等を用いることができる。また、上記活性炭以外の非多孔性炭素であ
るカーボンナノチューブ、カーボンナノホーン、フラーレン、グラフェン、ケッチェンブ
ラック、カーボンナノファイバー、ハードカーボン等の材料を電極として用いることがで
きる。
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【００８０】
ハードカーボン電極としては、公知の構成を採用でき、例えば、ハードカーボン、導電
助剤、結着剤および増粘剤から構成できる。導電助剤としては、カーボンブラック、アセ
チレンブラック、ケッチェンブラック等の炭素類、黒鉛、金属類を例示できる。また、結
着剤としては、ポリフッ化ビニリデン、スチレンブタジエンゴム、ポリテトラフルオロエ
チレンなどのポリマーを例示でき、増粘剤としては、カルボキシメチルセルロース、エチ
レングリコールなどを例示できる。本発明に係る電気化学キャパシタでは、分極性電極の
うち少なくとも負極は、ハードカーボンによって構成されていてもよい。具体的には、正
極に活性炭、負極にハードカーボンを適用することができ、当該正極および負極は、リチ
ウム塩を用いた電気化学キャパシタにおいて好適に適用される。
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【００８１】
また、炭素以外にも、電極材料として、金属酸化物もしくは金属、導電性高分子等に加
えて、これらの複合材料を挙げることができる。
【００８２】
また、電極は、ハロゲンを含む水溶液に浸漬する前処理が行われていてもよい。前処理
するための水溶液は、ハロゲンを含む水溶液であれば、特に限定されない。具体的には、
臭素水、ヨウ素を含む水溶液等が挙げられる。なお、ヨウ素を含む水溶液には、ヨウ素の
他にヨウ化物塩が含まれていてもよい。
【００８３】
以上のように、本電気化学キャパシタでは、電解液としてハロゲン化物を溶解した非水
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系電解液を用いることにより、大幅なエネルギー密度の向上を実現することができる。そ
して、本電気化学キャパシタが電気二重層キャパシタである場合、電気二重層キャパシタ
の搭載先として考えられる電気自動車、家電製品、自然エネルギー蓄電システム等に適用
することができる。そして、これらに適用した場合、体積あたりのエネルギー密度を大幅
に向上することができるため、高性能かつコンパクトな蓄電デバイスを提供することがで
きる。
【００８４】
また、本電気化学キャパシタの電荷貯蔵メカニズムは、従来と全く異なるため、このシ
ステムは、リチウムイオン二次電池の正極や色素増感型太陽電池とキャパシタとを組み合
わせた光キャパシタ等に適用することができる。よって、本電気化学キャパシタの電極と
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して、電気二重層キャパシタ、シュードキャパシタ、リチウムイオン二次電池の正極、光
キャパシタ等に用いられる電極を用いることができる。
【００８５】
〔実施の形態２〕
本発明の他の実施形態について説明すると以下の通りである。
【００８６】
本実施形態の電気化学キャパシタ（以下、本電気化学キャパシタと記す）は、互いに対
向配置され、正極及び負極からなる一対の電極と、ヨウ化物塩を含む水系電解液とを備え
ている。本発明の電気化学キャパシタにおいては、水系電解液は、一対の電極間に介在し
ている。また、本電気化学キャパシタは、セパレータを備えている。本電気化学キャパシ
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タがセパレータを備えた場合、電極はセパレータを介して対向配置される。
【００８７】
本電気化学キャパシタによれば、正極は、ヨウ素を含む水溶液に浸漬する前処理が行わ
れており、かつヨウ化物塩を含む水系電解液は、一対の電極間に介在している。このため
、正極の細孔内において、電解液に存在するヨウ化物イオン(Ｉ−)（還元体）と前処理に
て供給されたＩ−より高い酸化数を有するヨウ化物（酸化体）の平衡反応により、正極電
位の高電位側へのシフトが起こり、充放電時において、この電位でハロゲン化物のレドッ
クス反応が起きる（電荷貯蔵反応）。その結果、上記実施の形態１にて説明した図１の右
側の充放電カーブと同様に、正極電位は、ハロゲンのレドックス反応を起こす電位領域内
でほとんど変化しない（レドックス反応応答）。このため、本電気化学キャパシタの電圧
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は、負極電位の変化に依存することになる。それゆえ、本電気化学キャパシタは、従来の
電気二重層キャパシタよりも、充放電時間が大幅に長くなり、容量が高くなる。
【００８８】
本電気化学キャパシタに適用される水系電解液は、ヨウ化物塩を含有する水溶液であれ
ば、特に限定されない。また、ヨウ化物イオンと組み合わされてヨウ化物塩を構成するカ
チオン種としては、例えば、ナトリウムイオン、カリウムイオン、セシウムイオン等が好
ましく、ナトリウムイオン、カリウムイオンがより好ましい。
【００８９】
本電気化学キャパシタに適用可能な「ヨウ化物塩」としては、上述したカチオン種とヨ
ウ化物イオンとの組み合わせからなる塩であることが好ましい。中でも特に好ましい具体
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例を挙げると、ヨウ化カリウム（ＫＩ）、ヨウ化ナトリウム（ＮａＩ）等が挙げられる。
【００９０】
水系電解液におけるヨウ化物塩の濃度は、水系媒体の種類によって異なるが、概して、
０．３ｍｏｌ ｄｍ−３以上、３．０ｍｏｌ ｄｍ−３以下とすることができ、好ましくは
、０．８ｍｏｌ ｄｍ−３以上、１．０ｍｏｌ ｄｍ−３以下とすることができる。ヨウ化
物塩の濃度が上記範囲であることにより、電気化学キャパシタの正極におけるレドックス
反応を好適に発現させることができる。
【００９１】
また、本電気化学キャパシタにおける電極の構成材料は、上記実施の形態１と同様であ
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るので、説明を省略する。本電気化学キャパシタにおいては、一対の電極のうち正極は、
ヨウ素を含む水溶液に浸漬する前処理が行われている。ヨウ素を含む水溶液には、ヨウ素
の他にヨウ化物塩が含まれていてもよい。
【００９２】
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態に
ついても本発明の技術的範囲に含まれる。
【００９３】
以下、実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、
本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であ
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ることはいうまでもない。
【実施例】
【００９４】
以下の実施例１、２、及び比較例１では、以下の評価用電気化学キャパシタセルを使用
した。
【００９５】
セル：テフロン（登録商標）製スクリュー型セル
電極：活性炭繊維布（ＡＣＦ）〔ＡＣＣ−５０９２−２０（日本カイノール株式会社製
〕直径１０ｍｍ
集電板：白金板〔株式会社ニラコ社製〕直径１１ｍｍ
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セパレータ：ガラス製ろ紙〔ＧＢ−１００Ｒ（東洋濾紙株式会社製）〕直径１３ｍｍ
擬似参照極：白金線〔株式会社ニラコ社製〕。
【００９６】
〔実施例１〕
非水系媒体として、イオン液体である１−エチル−３−メチルイミダゾリウムテトラフ
ルオロボレート（ＥＭＩＢＦ４：東洋合成工業株式会社製）を用いた。また、臭化物塩と
して、１−エチル−３−メチルイミダゾリウムブロマイド（ＥＭＩＢｒ：和光純薬工業株
式会社製）を用いた。具体的には、５ｍｌのメスフラスコを用いて、ＥＭＩＢｒを、１．
０ｍｏｌ ｄｍ−３の濃度になるようにＥＭＩＢＦ４に溶解させて、非水系電解液である
１．０ｍｏｌ ｄｍ−３ＥＭＩＢｒ／ＥＭＩＢＦ４を調製した。
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【００９７】
次に、電気化学キャパシタセルを作製した。具体的には、調製した１．０ｍｏｌ ｄｍ
−３

ＥＭＩＢｒ／ＥＭＩＢＦ４をサンプル管に注ぎ、該サンプル管に２枚のセパレータと

２枚の電極（重量を測定済）とを入れた。その後、セパレータ及び電極の両者に非水系電
解液を十分に含浸させるため、これらを減圧装置内にて、３０分間、１０−１Ｐａに保っ
た。その後、テフロン（登録商標）製試験セルに、白金板￨電極￨セパレータ￨参照極￨セパ
レータ￨電極￨白金板となるように配置し、電気化学キャパシタセルを作製した。なお、上
記白金板にはリードとして白金線が溶接されている。また、作製したセルは、密閉容器に
入れられ、密閉することで空気中の水分を遮断し、かつ不活性雰囲気を維持した状態にな
っている。なお、全ての作業は、アルゴン雰囲気のグローブボックス内で行われた。
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【００９８】
〔実施例２〕
非水系媒体として、イオン液体である１−エチル−３−メチルイミダゾリウムテトラフ
ルオロボレート（ＥＭＩＢＦ４：東洋合成工業株式会社製）を用いた。また、ヨウ化物塩
として、１−エチル−３−メチルイミダゾリウムヨージド（ＥＭＩＩ：和光純薬工業株式
会社製）を用いた。具体的には、５ｍｌのメスフラスコを用いて、ＥＭＩＩを、１．０ｍ
ｏｌ ｄｍ−３の濃度になるようにＥＭＩＢＦ４に溶解させて、非水系電解液である１．
０ｍｏｌ ｄｍ−３ＥＭＩＩ／ＥＭＩＢＦ４を調製した。
【００９９】
次に、電気化学キャパシタセルを作製した。具体的には、調製した１．０ｍｏｌｄｍ−
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３

ＥＭＩＩ／ＥＭＩＢＦ４をサンプル管に注ぎ、該サンプル管に２枚のセパレータと２枚

の電極（重量を測定済）とを入れた。その後、セパレータ及び電極の両者に非水系電解液
を十分に含浸させるため、これらを減圧装置内にて３０分間、１０−１Ｐａに保った。そ
の後、テフロン（登録商標）製試験セルに、白金板￨電極￨セパレータ￨参照極￨セパレータ
￨電極￨白金板となるように配置し、電気化学キャパシタセルを作製した。なお、上記白金
板にはリードとして白金線が溶接されている。また、作製したセルは、密閉容器に入れら
れ、密閉することで空気中の水分を遮断し、かつ不活性雰囲気を維持した状態になってい
る。なお、全ての作業は、アルゴン雰囲気のグローブボックス内で行われた。
【０１００】
〔比較例１〕
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比較例１では、イオン液体である１−エチル−３−メチルイミダゾリウムテトラフルオ
ロボレート（ＥＭＩＢＦ４：東洋合成工業株式会社製）を、非水系電解液として用いて、
電気化学キャパシタセルを作製した。
【０１０１】
具体的には、ＥＭＩＢＦ４をサンプル管に注ぎ、該サンプル管に２枚のセパレータと２
枚の電極（重量を測定済）とを入れた。その後、セパレータ及び電極の両者に非水系電解
液を十分に含浸させるため、上記試験セルを減圧装置内にて、３０分間、１０−１Ｐａに
保った。その後、テフロン（登録商標）製試験セルに、白金板￨電極￨セパレータ￨参照極￨
セパレータ￨電極￨白金板となるように配置し、電気化学キャパシタセルを作製した。なお
、上記白金板にはリードとして白金線が溶接されている。また、作製したセルは、密閉容
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器に入れられ、密閉することで空気中の水分を遮断し、かつ不活性雰囲気を維持した状態
になっている。なお、全ての作業は、アルゴン雰囲気のグローブボックス内で行われた。
【０１０２】
実施例１，２及び比較例１それぞれで作製した電気化学キャパシタセルについて、キャ
パシタ性能を調べた。
【０１０３】
まず、実施例１，２及び比較例１の電気化学キャパシタセルについて、充放電カーブを
測定した。具体的には、各電気化学キャパシタセルについて、作動電圧２Ｖで、１００ｍ
Ａ ｇ−１の電流密度で充放電を行ったときの充放電カーブを測定した。図２は、実施例
１，２及び比較例１の電気化学キャパシタセルにおける充放電カーブの測定結果を示すグ

20

ラフであり、図２（ａ）はセル全体の電圧に基づく充放電カーブを示し、図２（ｂ）は正
極、負極各々の電位に基づく充放電カーブを示す。
【０１０４】
図２（ａ）に示されるように、実施例１及び２の電気化学キャパシタセルは、典型的な
電気化学キャパシタの充放電カーブを示した。加えて、両者とも比較例１の電気化学キャ
パシタセルと比較して、充放電時間が大幅に増加した。
【０１０５】
図２（ｂ）に示されるように、非水系電解液がＥＭＩＢｒ／ＥＭＩＢＦ４である実施例
１の電気化学キャパシタセルでは、正極電位について、充電における初期段階及び放電に
おける末期段階で、電気二重層応答が見られた。すなわち、充電における初期段階で正極
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電位の上昇が見られ、放電における末期段階で正極電位の下降が見られた。また、充電に
おける初期段階及び放電における末期段階以外の期間では、正極電位がほぼ一定（平坦）
であり、レドックス応答が見られた。また、非水系電解液がＥＭＩＩ／ＥＭＩＢＦ４であ
る実施例２の電気化学キャパシタセルでは、充電の初期段階から正極電位がほぼ一定（平
坦）であり、レドックス応答が見られた。一方、非水系電解液がＥＭＩＢＦ４のみである
比較例１の電気化学キャパシタセルでは、充電及び放電過程において、正極電位がそれぞ
れ上昇及び下降する典型的な電気二重層応答が見られた。よって、図２（ａ）及び（ｂ）
の結果から、レドックス反応種を含む非水系電解液を用いることで容量が大幅に増加する
ことがわかった。
【０１０６】
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次に、実施例１，２及び比較例１の電気化学キャパシタセルについて、放電容量を測定
した。図３に、放電容量の測定結果を示す。図３に示されるように、実施例２の電気化学
キャパシタセルは、実施例１の電気化学キャパシタセルよりも放電容量が増加していた。
Ｉ−のレドックス反応は、Ｂｒ−よりも低い反応電位で始まる。このため、非水系電解液
がＥＭＩＩ／ＥＭＩＢＦ４である実施例２の電気化学キャパシタセルは、ＥＭＩＢｒ／Ｅ
ＭＩＢＦ４である実施例１の電気化学キャパシタセルよりも、充電初期からハロゲンのレ
ドックス反応を伴うため、結果、高い放電容量が得られたと考えられる。
【０１０７】
また、実施例２の電気化学キャパシタセルは、比較例１の電気化学キャパシタセルと比
較すると、電流密度１００ｍＡ ｇ−１において、放電容量が２．５倍高くなっていた。
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また、実施例１の電気化学キャパシタセルは、比較例１の電気化学キャパシタセルよりも
同電流密度において、放電容量が２倍に増加していた。
【０１０８】
次に、実施例１の電気化学キャパシタセルについて、レドックス反応種（臭化物）の正
極から電解液あるいは負極への拡散が抑制されるか否かを確認した。具体的には、実施例
１及び比較例１の電気化学キャパシタセルについて、作動電圧２．０Ｖで１５時間保持し
てリーク電流試験を実施し、両電気化学キャパシタセルでリーク電流の比較を行った。結
果を図４に示す。
【０１０９】
図４に示されるように、実施例１の電気化学キャパシタセルは、試験開始後の４時間ま
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で、比較例１の電気化学キャパシタセルよりも応答電流（リーク電流）が大きくなってい
た。これは、実施例１の電気化学キャパシタセルにおける未充電部分の影響であると考え
られる。また、試験開始４時間後以降では、リーク電流は、実施例１及び比較例１の電気
化学キャパシタセルでほぼ同じであった。図４の結果から、実施例１の電気化学キャパシ
タセルでは、レドックス反応種の拡散が抑制されていることが確認された。
【０１１０】
次に、実施例１及び比較例１の電気化学キャパシタセルについて、０．５〜２．０Ｖの
作動電圧範囲で、５００ｍＡ ｇ−１の電流密度で１，０００サイクル充放電し、各サイ
クルにおけるセル当たりの放電容量、およびクーロン効率の変化を調べた。図５は、実施
例１及び比較例１の電気化学キャパシタセルについて１，０００サイクル充放電した場合

20

の、セル当たりの放電容量、およびクーロン効率の変化を示すグラフである。また、図５
（ａ）はセル当たりの放電容量の変化を示し、図５（ｂ）はクーロン効率の変化を示す。
なお、クーロン効率は、「（放電時間／充電時間）×１００」で算出される効率である。
【０１１１】
図５（ａ）及び（ｂ）に示されるように、実施例１の電気化学キャパシタセルは、１，
０００サイクルを経ても、放電容量の低下が見られず、クーロン効率もほぼ１００％に維
持されていた。このことから、実施例１の電気化学キャパシタセルは、安定なサイクル特
性を示すことがわかる。
【０１１２】
〔実施例３〕
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２枚の活性炭繊維布電極のうち、正極として利用するものを臭素水（１ｗｔ％；関東化
学株式会社製）に浸漬させた。浸漬後、上記電極について、余分な臭素水を蒸留水で洗い
流し、必要に応じて５〜１０分程度の超音波洗浄を行った。そして、洗浄した２枚の電極
を１００℃にて１〜２日間減圧乾燥（１０−１Ｐａ）し、臭素水で前処理した正極を得た
。
【０１１３】
臭素水で前処理した正極を用いて、実施例１と同様の方法で電気化学キャパシタセルを
作製した。なお、正極の前処理以外は実施例１と同様であるため説明を省略する。
【０１１４】
〔実施例４〕
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実施例３と同様の方法で、臭素水で前処理した正極を得た。
【０１１５】
また、非水系媒体として、有機溶媒であるプロピレンカーボネート（ＰＣ）を用いた。
また、臭化物として、１−エチル−３−メチルイミダゾリウムブロマイド（ＥＭＩＢｒ：
和光純薬工業株式会社製）を用いた。具体的には、５ｍｌのメスフラスコを用いて、ＥＭ
ＩＢｒを、１．０ｍｏｌ ｄｍ−３の濃度になるようにＰＣに溶解させて、非水系電解液
である１．０ｍｏｌ ｄｍ−３ＥＭＩＢｒ／ＰＣを調製した。
【０１１６】
非水系電解液として１．０ｍｏｌ ｄｍ−３ＥＭＩＢｒ／ＰＣを用いて、実施例３と同
様の方法で電気化学キャパシタセルを作製した。
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【０１１７】
実施例３及び４それぞれで作製した電気化学キャパシタセルについて、キャパシタ性能
を調べた。
【０１１８】
まず、実施例３及び４の電気化学キャパシタセルについて、充放電カーブを測定した。
具体的には、各電気化学キャパシタセルについて、５ｍＡ ｃｍ−２の電流密度で充放電
を行ったときの充放電カーブを測定した。図６は、実施例３及び４、実施例１、比較例１
の電気化学キャパシタセルにおける充放電カーブの測定結果を示すグラフである。図６（
ａ）は実施例３及び実施例１、比較例１の電気化学キャパシタセルにおける正極、負極各
々の電位に基づく充放電カーブを示し、図６（ｂ）は実施例４の電気化学キャパシタセル
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における正極、負極各々の電位に基づく充放電カーブを示す。
【０１１９】
図６（ａ）に示されるように、非水系電解液がＥＭＩＢｒ／ＥＭＩＢＦ４であり、かつ
電極が臭素水で前処理された実施例３の電気化学キャパシタセルでは、正極電位の停滞が
観側された。すなわち、正極電位がほぼ一定（平坦）であり、レドックス応答が見られた
。加えて、正極の前処理を行っていない系（実施例１）と比較すると、正極電位の停滞範
囲が広く、安定している。一方、実施例３の電気化学キャパシタは、比較例１の電気化学
キャパシタと比較して、高容量である（充放電にかかる時間が長い）ことが明らかとなっ
た。このことから、電極が臭素水で前処理された電極は、高容量化、正極電位の安定化と
いう観点で、効果が非常に高いといえる。

20

【０１２０】
また、図６（ｂ）に示されるように、非水系電解液がＥＭＩＢｒ／ＰＣであり、かつ電
極が臭素水で前処理された実施例４の電気化学キャパシタセルにおいても、実施例３と同
様に、正極電位の停滞が観側された。つまり、非水系媒体はイオン液体及び有機溶媒にか
かわらず、両者の非水系電解液に対して、正極の臭素水による前処理は正極電位の停滞に
効果的である。
【０１２１】
以下の実施例５及び比較例２、３では、以下の実験器具を使用した。
【０１２２】
セル：テフロン（登録商標）製スクリュー型セル
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電極：活性炭繊維布（ＡＣＦ）〔ＡＣＣ−５０９２−２０（日本カイノール株式会社製
〕直径１０ｍｍ
集電板：白金板〔株式会社ニラコ社製〕直径１１ｍｍ
セパレータ：ガラス製ろ紙〔ＧＢ−１００Ｒ（東洋濾紙株式会社製）〕直径１３ｍｍ
参照極：Ａｇ／ＡｇＣｌ参照極〔北斗電工株式会社製〕。
【０１２３】
〔実施例５〕
ヨウ素を、１ｗｔ％の濃度になるように３．５ｍｏｌ ｄｍ−３ヨウ化ナトリウム（Ｎ
ａＩ）水溶液に溶解させて、ヨウ素水を調製した。
【０１２４】
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作製したヨウ素水をサンプル管に入れ、正極に用いるＡＣＦを入れた。また、別のサン
プル管に３．５ｍｏｌ ｄｍ−３ＮａＩ水溶液（電解液）を入れ、負極に用いるＡＣＦ及
びセパレータを入れた。正極、負極、及びセパレータに電解液を十分に含浸させるために
、これらをバキュームオーブン中に入れ、３０分間、減圧２０ｋＰａに保った。その後、
テフロン（登録商標）製試験セルに白金板と白金線とスペーサーとをつなげ，上記正極及
び上記負極を向かい合わせに並べ、その間にセパレータを挟み込むことで電気化学キャパ
シタセルを作製した。
【０１２５】
次に、組み立てた電気化学キャパシタセルを５０ｍｌビーカーに入れ、そこに電解液を
加えて、電気化学キャパシタセルを電解液に浸した。それを、もう一度２０ｋＰａの下で
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３０分間減圧含浸を行った。その後、電気化学特性を評価した。
【０１２６】
〔比較例２〕
電解液である３．５ｍｏｌ ｄｍ−３ 臭化ナトリウム（ＮａＢｒ）水溶液をサンプル管
に入れ、その中に２枚の電極と１枚のセパレータとを入れた。その後、電極及びセパレー
タに電解液を十分に含浸させるため、それらをバキュームオーブン中に入れ，３０分間、
減圧２０ｋＰａに保った。その後、白金集電板を含むテフロン（登録商標）製試験セルに
上記２枚の電極とセパレータとを挟み込むことで電気化学キャパシタセルを作製した。そ
して、組み立てた電気化学キャパシタセルを５０ｍｌビーカーに入れ、そこに電解液を加
え、電気化学キャパシタセルを電解液に浸した。それを、もう一度２０ｋＰａの下で30分
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間減圧含浸を行った。その後、電気化学特性を評価した。
【０１２７】
〔比較例３〕
電解液である１．７５ｍｏｌ ｄｍ−３硫酸水溶液をサンプル管に入れ、その中に２枚
の電極と１枚のセパレータとを入れた。その後、電極及びセパレータに電解液を十分に含
浸させるため、それらをバキュームオーブン中に入れ，３０分間、減圧２０ｋＰａに保っ
た。その後、白金集電板を含むテフロン（登録商標）製試験セルに上記２枚の電極とセパ
レータとを挟み込むことで電気化学キャパシタセルを作製した。そして、組み立てた電気
化学キャパシタセルを５０ｍｌビーカーに入れ、そこに電解液を加え、電気化学キャパシ
タセルを電解液に浸した。それを、もう一度２０ｋＰａの下で３０分間減圧含浸を行った
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。その後、電気化学特性を評価した。
【０１２８】
実施例５及び比較例２，３のそれぞれで作製した電気化学キャパシタセルについて、キ
ャパシタ性能を調べた。
【０１２９】
まず、実施例５及び比較例２の電気化学キャパシタセルについて、充放電カーブを測定
した。具体的には、実施例５の電気化学キャパシタセルについて、０．５〜１．０Ｖの作
動電圧範囲で、１００ｍＡ ｇ−１の電流密度で充放電を行ったときの充放電カーブを測
定した。また、比較例３の電気化学キャパシタセルについては、０〜１．０Ｖの作動電圧
範囲で、１００ｍＡ ｇ−１の電流密度で充放電を行ったときの充放電カーブを測定した
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。図７は、実施例５及び比較例２の電気化学キャパシタセルにおける充放電カーブの測定
結果を示すグラフであり、正極、負極各々の電位に基づく充放電カーブを示す。なお、図
７において、実線は実施例５の電気化学キャパシタセルを示し、点線は比較例２の電気化
学キャパシタセルを示す。
【０１３０】
図７に示されるように、電極がヨウ素水で前処理された実施例５の電気化学キャパシタ
セルでは、正極電位の停滞が観側された。すなわち、ヨウ素化物のレドックス応答により
、正極電位がほぼ一定（平坦）であった。一方、比較例２の電気化学キャパシタセルでは
、正極において、時間とともに正極電位が変化する典型的な電気二重層応答が見られた。
加えて、実施例５の電気化学キャパシタの充電前正極電位は、比較例２の充電前正極電位
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よりも高電位であった。よって、実施例５の電気化学キャパシタは、セル電圧変位が小さ
いにもかかわらず比較例２の電気化学キャパシタと同程度の充放電時間を示すことから、
高容量であることが明らかとなった。
【０１３１】
これらの結果から、電解液が水系・非水系に関わらず、ハロゲンを含む水溶液で電極を
浸漬する前処理を行い、ハロゲン化物を含む電解液を使用することで、キャパシタの高容
量化、正極電位の維持を実現できることがわかった。
【０１３２】
次に、実施例５及び比較例３の電気化学キャパシタセルについて、充電電流密度１００
ｍＡ ｇ−１にて１．０Ｖまで充電後、１００〜１０，０００ｍＡ ｇ−１の各放電電流密
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度にて放電した際の放電容量を測定した。図８に、放電容量の測定結果を示す。図８の結
果から、全ての電流密度において、実施例５（loaded I2）の電気化学キャパシタセルは
、一般的な水系電解液である硫酸（Ｈ２ＳＯ４）を用いた比較例３(aqueous H2SO4 solut
ion)よりも放電容量が高くなっていることがわかった。
【０１３３】
次に、実施例５及び比較例３の電気化学キャパシタセルについて、５，０００ｍＡ ｇ
−１

の電流密度で１００，０００サイクル充放電し、セル当たりの放電容量を調べた。図

９は、実施例５（loaded I2）及び比較例３(aqueous H2SO4solution)の電気化学キャパシ
タセルについて１００，０００サイクル充放電した場合の、セル当たりの放電容量を示す
10

グラフである。
【０１３４】
図９に示されるように、実施例５の電気化学キャパシタセルは、１００，０００サイク
ルを経ても、放電容量の低下が見られなかった。このことから、実施例５の電気化学キャ
パシタセルは、安定なサイクル特性を示すことがわかった。加えて、１００，０００サイ
クルの間、比較例３の電気化学キャパシタが示す放電容量をはるかに上まわっており、ハ
ロゲンを含む水溶液で前処理し、ハロゲン化物を含む電解液を用いる電気化学キャパシタ
の優位性が明白である。
【０１３５】
以下の実施例６では、実施例１と同じ評価用電気化学キャパシタセルを使用した。

20

【０１３６】
〔実施例６〕
非水系媒体として、イオン液体である１−エチル−３−メチルイミダゾリウムテトラフ
ルオロボレート（ＥＭＩＢＦ４：東洋合成工業株式会社製）を用いた。また、ハロゲン化
リチウムとして、臭化リチウム（ＬｉＢｒ：キシダ化学株式会社製））を用いた。具体的
には、５ｍｌのメスフラスコを用いて、ＬｉＢｒを、１．０ｍｏｌ ｄｍ−３（１．０Ｍ
）の濃度になるようにＥＭＩＢＦ４に溶解させて、非水系電解液であるＬｉＢｒ／ＥＭＩ
ＢＦ４を調製した。次に、実施例１と同様に電気化学キャパシタセルを作製した。
【０１３７】
以下の実施例７および比較例４では、以下の評価用電気化学キャパシタセルを使用した
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。
【０１３８】
セル：テフロン（登録商標）製スクリュー型セル
正極：活性炭繊維布（ＡＣＦ）〔ＡＣＣ−５０９２−２０（日本カイノール株式会社製
）直径１２ｍｍ
負極：ハードカーボン

直径１２ｍｍ

導電助剤：アセチレンブラック（ＡＢ）
結着剤

：アセチレンブタジエンゴム（４０重量％）（ＳＢＲ）

増粘剤

：カルボキシメチルセルロース（２重量％）（ＣＭＣ）

組成比

：ハードカーボン：ＡＢ：ＳＢＲ：ＣＭＣ＝９３：３：２：２

集電板：白金板〔株式会社ニラコ社製〕直径１１ｍｍ
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セパレータ：ガラス製ろ紙〔ＧＢ−１００Ｒ（東洋濾紙株式会社製）〕直径１３ｍｍ
擬似参照極：白金線〔株式会社ニラコ社製〕。
【０１３９】
〔実施例７〕
非水系媒体として、エチレンカーボネート（ＥＣ）およびジメチルカーボネート（ＤＭ
Ｃ）を１：１の体積比にて用いた。また、ハロゲン化リチウムとして、臭化リチウム（Ｌ
ｉＢｒ：キシダ化学株式会社製）を用いた。具体的には、５ｍｌのメスフラスコを用いて
、ＬｉＢｒを、１．０ｍｏｌ ｄｍ−３の濃度になるようにＥＣ／ＤＭＣの混合溶媒に溶
解させて、非水系電解液であるＬｉＢｒ／ＥＣ／ＤＭＣを調製した。
【０１４０】
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次に、電気化学キャパシタセルを作製した。具体的には、調製した１．０ｍｏｌ Ｌｉ
Ｂｒ／ＥＣ／ＤＭＣをサンプル管に注ぎ、該サンプル管に２枚のセパレータ、正極および
負極（重量を測定済）を入れた。その後、セパレータ、正極および負極に非水系電解液を
十分に含浸させるため、これらを減圧装置内にて、３０分間、１０−１Ｐａに保った。そ
の後、テフロン（登録商標）製試験セルに、白金板￨正極￨セパレータ￨参照極￨セパレータ
￨負極￨白金板となるように配置し、電気化学キャパシタセルを作製した。なお、上記白金
板にはリードとして白金線が溶接されている。また、作製したセルは、密閉容器に入れら
れ、密閉することで空気中の水分を遮断し、かつ不活性雰囲気を維持した状態になってい
る。なお、全ての作業は、アルゴン雰囲気のグローブボックス内で行われた。
10

【０１４１】
〔比較例４〕
非水系媒体として、エチレンカーボネート（ＥＣ）およびジメチルカーボネート（ＤＭ
Ｃ）を１：１の体積比にて用いた。また、電解質として六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰ
Ｆ６：キシダ化学株式会社製）を用いた。具体的には、５ｍｌのメスフラスコを用いて、
ＬｉＰＦ６を、１．０ｍｏｌ ｄｍ−３の濃度になるようにＥＣ／ＤＭＣの混合溶媒に溶
解させて、非水系電解液であるＬｉＰＦ６／ＥＣ／ＤＭＣを調製した。次に、実施例７と
同様にして電気化学キャパシタセルを作製した。
【０１４２】
〔実施例８〕
ＬｉＢｒに代えてヨウ化リチウム（ＬｉＩ：キシダ化学株式会社製）を用いた以外は実

20

施例６と同様にして、電気化学キャパシタセルを作製した。
【０１４３】
〔比較例５〕
ＬｉＢｒに代えてＬｉＰＦ６を用いた以外は、実施例６と同様にして、電気化学キャパ
シタセルを作製した。
【０１４４】
実施例６、７、比較例４、実施例８および比較例５の電気化学キャパシタセルについて
キャパシタ性能を調べた。
【０１４５】
まず、比較のために実施例１に係る、リチウム塩が使用されていない電気化学キャパシ

30

−１

タセルについて、２Ｖ、２．３Ｖ、２．４Ｖの３種類の作動電圧にて１００ｍＡ ｇ

の電流密度で充放電を行ったときの充放電カーブを測定した。図１１（ａ）は、実施例１
の電気化学キャパシタセルにおける充放電カーブの測定結果を示すグラフである。
【０１４６】
一方、実施例６に係る、ハロゲン化リチウムが使用された電気化学キャパシタセルにつ
いて、２．０Ｖ、２．５Ｖ、２．６Ｖ、２．７Ｖ、３．０Ｖの５種類の作動電圧にて１０
０ｍＡ ｇ−１の電流密度で充放電を行ったときの充放電カーブを測定した。図１１（ｂ
）は、実施例６の電気化学キャパシタセルにおける充放電カーブの測定結果を示すグラフ
である。同図に示すように、ハロゲン化リチウムを添加した系では、正極電位の増大が観
測され、電気化学キャパシタセルの作動電圧が拡大されている。
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【０１４７】
さらに、実施例１および実施例６に係る電気化学キャパシタセルについて、２．０Ｖ〜
３．０Ｖの作動電圧、５００ｍＡ ｇ−１の電流密度にて１０００サイクル充放電したと
きのクーロン効率を測定した。図１２（ａ）は、実施例１に係る電気化学キャパシタセル
の測定結果を示すグラフであり、図１２（ｂ）は、実施例６に係る電気化学キャパシタセ
ルの測定結果を示すグラフである。
【０１４８】
図１２（ａ）に示すように、実施例１に係る電気化学キャパシタセルでは、作動電圧が
２．３Ｖの測定条件でクーロン効率が９０％程度となっており、作動電圧が２．４Ｖの測
定条件でクーロン効率が８４％程度となり、さらに作動電圧を上げるにつれてクーロン効
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率が低下した。すなわち、２．４Ｖ付近で負極からハロゲン化物イオンが拡散しているも
のと推察される。
【０１４９】
これに対して、図１２（ｂ）に示すように、実施例６に係る電気化学キャパシタセルで
は、作動電圧が２．０Ｖ〜２．５Ｖではクーロン効率が９５％以上と高い値が示されてお
り、作動電圧が２．８Ｖでクーロン効率が９０％程度となっている。すなわち、非水系電
解液にハロゲン化リチウムを添加することにより、２．８Ｖの高い作動電圧であっても、
負極からハロゲン化物イオンが拡散せず（離れず）、クーロン効率が高い電気化学キャパ
シタセルの作製に成功していることがわかる。
【０１５０】

10

次に、負極としてハードカーボンを用いた実施例７および比較例４に係る電気化学セル
について、１．６〜３．６Ｖの電圧範囲、５００ｍＡ ｇ−１の電流密度にて測定したセ
ル全体の電圧を示す。図１３は、実施例７及び比較例４の電気化学キャパシタセルにおけ
る充放電カーブの測定結果を示すグラフであり、図１３（ａ）はセル全体の電圧に基づく
充放電カーブを示し、図１３（ｂ）は正極、負極各々の電位に基づく充放電カーブを示す
。
【０１５１】
図１３（ａ）に示されるように、実施例７に係るＬｉＢｒを用いた電気化学キャパシタ
セルは最大約３．５Ｖのセル電圧を示した。ハロゲンを含まないＬｉＰＦ６を用いた比較
例４の結果と実施例７の結果とを比較すると、実施例７では、充放電時間が約４倍となっ
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ており、ハロゲン化リチウムを使用した電気化学キャパシタセルは、セル電圧および充放
電時間の両方に優れることが分かる。
【０１５２】
また、図１３（ｂ）に示されるように、非水系電解質がＬｉＢｒ／ＥＣ／ＤＭＣである
実施例７の電気化学キャパシタセルでは、正極電位について、充電における初期段階及び
放電における末期段階で、電気二重層応答が見られた。すなわち、充電における初期段階
で正極電位の上昇が見られ、放電における末期段階で正極電位の下降が見られた。また、
充電における初期段階及び放電における末期段階以外の期間では、正極電位がほぼ一定（
平坦）であり、レドックス応答が見られた。また、非水系電解液がＥＭＩＩ／ＥＭＩＢＦ
４である実施例２の電気化学キャパシタセルでは、充電の初期段階から正極電位がほぼ一
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定（平坦）であり、レドックス応答が見られた。
【０１５３】
一方、非水系電解液がＬｉＢｒ／ＥＣ／ＤＭＣである比較例４の電気化学キャパシタセ
ルでは、充電及び放電過程において、正極電位がそれぞれ上昇及び下降する典型的な電気
二重層応答が見られた。よって、図１３（ａ）及び（ｂ）の結果から、ＬｉＢｒのレドッ
クス反応種を含む非水系電解液を用いることで容量が大幅に増加することが分かった。
【０１５４】
実施例７における作動電圧は３．６Ｖであり、本発明に係る非リチウム系の非水系電解
質を使用した場合の作動電圧（２Ｖ）よりも優れた結果が得られており、作動電圧の拡大
に成功したことが明確に示されている。
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【０１５５】
図１４は、実施例７及び比較例４の電気化学キャパシタセルについて、１０００ｍＡ
ｇ−１の電流密度で１，０００サイクル充放電した場合の、セル当たりの放電容量、およ
びクーロン効率の変化を示すグラフである。図１４（ａ）はセル当たりの放電容量の変化
を示し、図１４（ｂ）はクーロン効率の変化を示す。
【０１５６】
図１４（ａ）に示されるように、実施例７の電気化学キャパシタセルでは、１０００サ
イクルまで約２５ｍＡ ｈ ｇ−１の放電容量を示したが、比較例４の電気化学キャパシタ
セルでは、６００サイクルで約０ｍＡ ｈ ｇ−１の放電容量となり、本発明の優位性が示
されている。また、図１４（ｂ）に示されるように、実施例７の電気化学キャパシタセル
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では、１０００サイクルまでのクーロン効率がほぼ１００％であり、セル当たりの放電容
量に加えて、クーロン効率についても優れたサイクル特性が示されている。
【０１５７】
実施例８および比較例５にて作製した電気化学キャパシタセルについて、充放電カーブ
を測定した。また、比較のため、実施例６の電気化学キャパシタセルについても充放電カ
ーブを測定した。具体的には、電気化学キャパシタセルについて、作動電圧０．５〜２Ｖ
（セル電圧）で、１００ｍＡ ｇ−１の電流密度で充放電を行ったときの充放電カーブを
測定した。図１５は、実施例６、８及び比較例５の電気化学キャパシタセルにおける正極
、負極各々の電位に基づく充放電カーブを示すグラフである。
10

【０１５８】
図１５に示すように、ハロゲン化リチウムとしてヨウ化リチウムを使用した実施例８で
は、充電の初期段階から正極電位がほぼ一定（平坦）であり、レドックス応答が見られた
。一方、負極電位については、ＬｉＢｒの実施例６と同様に、負極電位の変化が直線的で
あり、電気二重層応答が観測された。このように、ハロゲン化リチウムとしてＬｉＩを使
用した場合であっても、本発明に係るハロゲン化物がハロゲン化リチウムである電気化学
キャパシタセルを作製できることが示されている。
【０１５９】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１６０】
本発明は、高容量化及び高エネルギー密度化を達成でき、かつ長期安定性に優れている
ので、コンデンサ業界、自動車業界、電池業界、家電業界等に利用することができる。
【図１】

【図２】
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【図４】

【図６】
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JP 2012‑119653 A 2012.6.21

(24)
【図８】

【図９】
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