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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
活物質、導電助剤、および、ゼラチンであるバインダからなる合材と、集電体とからな
る電気化学キャパシタ用電極であって、
前記合材におけるゼラチンの含有率が２〜１０質量％であり、
前記集電体は、アルミニウム、チタン、ステンレス鋼、ニッケル、または、表面をカー
ボン、ニッケル、チタン、もしくは銀で処理したアルミニウムであることを特徴とする、
電気化学キャパシタ用電極。
【請求項２】
請求項１に記載の電気化学キャパシタ用電極を備えている、電気化学キャパシタ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、バインダ、電極および電気化学キャパシタに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、携帯電話機器、電気自動車に搭載される蓄電デバイス（例えば、電気化学キャパ
シタ、リチウムイオン二次電池等）が開発されている。特に電気化学キャパシタについて
は、自動車での運動エネルギーの回生、建物または工場での瞬停補填装置、自然エネルギ
ー利用でのレベリング、二次電池の負荷軽減等に使用可能であり、充放電によって電極が
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劣化し難く、充放電サイクルに優れるため、各種の電源に用いられている。
【０００３】
電気化学キャパシタを構成する電極は、電気エネルギーの蓄電に直接係わる活物質、活
物質間の導通パスを担う導電助剤、バインダ、および集電体から構成されている。電気化
学キャパシタの特性は電極に大きく依存し、それぞれの材料自体の特性と材料との組合せ
に大きく影響を受ける。
【０００４】
特にバインダは、活物質、導電助剤およびバインダを含む合材から得られた電極内にて
存在比率が少ないこと、電気化学キャパシタに供給される電解液との親和性に優れること
、および、電極の電気抵抗を最小限にできること等が要求される。また、バインダには、
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高電圧作動に耐える電気化学的安定性も重要である。
【０００５】
このバインダは、大きく水系または非水系に分類される。水系バインダとしては、スチ
レン−ブタジエンラバー（ＳＢＲ）水分散液（特許文献１等）、カルボキシメチルセルロ
ース（ＣＭＣ）（特許文献２〜４等）、またはこれらのバインダの併用についても従来技
術として提案されている（特許文献３、５、６等）。これらの水系バインダは、活物質お
よび導電助剤の分散性および密着性が比較的高いため、合材における含有量が少なくて済
むという利点がある。
【０００６】
非水系バインダとしては、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）（特許文献７、８
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等）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）のＮ−メチル−２−ピロリドン（ＮＭＰ）溶液
（特許文献９〜１１等）が挙げられ、特に高圧作動型のデバイスには有利に働く点で利点
がある。
【０００７】
一方、リチウムイオン二次電池用電極用の水系バインダとして、多糖類系天然高分子で
あるアルギン酸ナトリウムを用いることが開示されており、バインダとして適用可能であ
ること、および、このバインダを用いたリチウムイオン二次電池用電極のサイクル耐久性
が高いことが記載されている（非特許文献１）。
【０００８】
また、アルギン酸塩を用いたバインダについては、電気化学キャパシタおよびリチウム
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イオン二次電池等の蓄電デバイス用電極等に適用可能であることが、本発明者らによって
見出されている（特許文献１２および１３、非特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第３１０１７７５号明細書（２０００年１０月２３日発行）
【特許文献２】特許第３９６８７７１号明細書（２００７年８月２９日発行）
【特許文献３】特許第４３２９１６９号明細書（２００９年９月９日発行）
【特許文献４】特許第４２４４０４１号明細書（２００９年３月２５日発行）
【特許文献５】特許第３４４９６７９号明細書（２００３年９月２２日発行）
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【特許文献６】特許第３９５８７８１号明細書（２００７年８月１５日発行）
【特許文献７】特許第３３５６０２１号明細書（２００２年１２月９日発行）
【特許文献８】特開平７−３２６３５７号公報（１９９５年１２月１２日公開）
【特許文献９】特許第３６１９７１１号明細書（２００５年２月１６日発行）
【特許文献１０】特許第３６１９８７０号明細書（２００５年２月１６日発行）
【特許文献１１】特許第３６６８５７９号明細書（２００５年７月６日発行）
【特許文献１２】特開２０１３−１６１８３２号公報（２０１３年８月１９日公開）
【特許文献１３】特開２０１３−１９７０５５号公報（２０１３年９月３０日公開）
【非特許文献】
【００１０】
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【非特許文献１】I. Kovalenko et al., Science, Vol. 75, pp. 75‑79 (2011)
【非特許文献２】M. Yamagata et al.，RSC Advances，Vol. 3, pp. 1037‑1040 (2013)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
しかしながら、従来のバインダは以下の問題点を有している。
【００１２】
まず、水系バインダであるＳＢＲを用いた合材では、活物質および導電助剤が不均一化
し、均一性に欠けるため、蓄電デバイスの性能再現性が低い傾向にある。また、ＣＭＣは
、活物質および導電助剤に対する接着力が乏しいため、電極、特に電気化学キャパシタ用
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電極におけるＣＭＣの含有量を１０重量％以上に増加させる必要があるが、その結果、活
物質の含有率が低下してしまう。
【００１３】
これらの欠点を解消するため、実用上、ＳＢＲとＣＭＣとを併用することが必要になる
が、ＳＢＲは主鎖に二重結合を有するため、ＳＢＲを含む正極に使用した場合、デバイス
の充放電に伴い酸化による劣化が生じる。さらに、電気化学キャパシタに一般的に利用さ
れる多孔性材料に対して、高い強度を維持することは難しく、例えば、ＳＢＲおよびＣＭ
Ｃは、電解液と接触すると膨張する。これにより集電体から活物質が剥離し、脱落するた
め、ＳＢＲおよびＣＭＣを併用した蓄電デバイスでは、サイクル耐久性および出力特性が
低下するという問題等が起こりやすい。さらに、合材電極作製工程においてスラリー管理
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が難しいなどの課題もある。
【００１４】
次に、非水系バインダであるＰＴＦＥ、ＰＶｄＦ等のフッ素系ポリマーは、活物質に対
する親和性が低いため、活物質によっては、それらの分散性に乏しく、均一性の高い合材
電極の製造が難しい場合もある。バインダの含有比を増加させることによって接着力不足
を補填し、電極の強度を確保することが可能であるが、この場合、電極の電気抵抗が増加
する結果となり、特に比表面積の大きい活性炭では、その活性点が失われる。また、活物
質の含有率が低下し、蓄電デバイスの容量が低下する。
【００１５】
非特許文献１および２、特許文献１２および１３に開示されているアルギン酸塩を含む
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バインダは、上述した問題点を概ね解決するものの、工業的製造プロセスに適用する際の
電極強度が不足している。
【００１６】
本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、電気化学デバイスの
電極へ適用することができ、工業的製造プロセスに適用可能な強度を有するバインダを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
本発明者らは上記課題を解決するために鋭意検討した結果、多糖類系の天然高分子であ
るゼラチンが電気化学キャパシタ材料として機能し得ることを見出すとともに、ゼラチン
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を含むバインダを電気化学キャパシタの電極へ適用することにより、工業的製造プロセス
に必要とされる電極強度を実現し得、かつデバイスの高出力を実現し得ることを見出した
。
【００１８】
すなわち、本発明に係るバインダは、電気化学キャパシタ用電極の材料である活物質お
よび導電助剤を連結させるバインダであって、ゼラチンを含んでいることを特徴としてい
る。
【００１９】
安価なタンパク質系天然高分子であるゼラチンをバインダに利用することによって、従
来製品よりも均一な電極を容易にかつ低コストで作製することができる。
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【００２０】
さらに、活物質（例えば炭素材料）および集電体（例えば金属箔）に対するゼラチンの
高い親和性により、電極の電気抵抗を、従来の水系バインダを用いた場合と同程度に低減
することができる。しかも、ゼラチンをバインダに利用することによって合材電極の強度
が増加させることができるので、多糖類系バインダの最大の問題点であった工業的製造プ
ロセスに必要とされる強度を確保することができる。さらに、３．０Ｖ以上の高電圧作動
にも耐え得るデバイスを構築することが可能になる。
【００２１】
すなわち、本発明に係る電気化学キャパシタ用電極は、上記バインダを含んでいること
を特徴としており、本発明に係る電気化学キャパシタは、上記電極を備えていることを特
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徴としている。
【発明の効果】
【００２２】
本発明に係るバインダは、天然高分子を利用しているため、コストの削減が見込めると
ともに環境負荷が少ない。本発明に係るバインダは、同じく天然高分子であるアルギン酸
を用いたバインダよりも格段に強度が優れており、本発明に係るバインダを用いて作製さ
れた電極は、剥離試験で剥がれないほど強度が強い。しかも、本発明に係るバインダを用
いることにより、電気抵抗が軽減された合材電極を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
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【図１】実施例における充放電曲線を示すグラフである。
【図２】（ａ）は実施例における充放電曲線を示すグラフであり、（ｂ）は比較例におけ
る充放電曲線を示すグラフである。
【図３】実施例および比較例における充放電効率を示すグラフである。
【図４】実施例および比較例における耐電圧特性を示すグラフである。
【図５】実施例および比較例における出力特性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
以下、本発明の実施の形態の一例について詳細に説明するが、本発明は、これらに限定
されない。なお、本明細書において特記しない限り、数値範囲を表す「Ａ〜Ｂ」は、「Ａ
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以上、Ｂ以下」を意味する。
【００２５】
［１．バインダ］
本発明は、電気化学キャパシタ用電極に好適に利用されるバインダを提供する。
【００２６】
本明細書中において使用される場合、「バインダ」は、電気化学キャパシタ用電極の材
料である活物質および導電助剤を連結させるものである。バインダは、電極において活物
質と導電助剤とを覆うように存在し、活物質に対して導電助剤を固定するものである。な
お、本明細書中において、電気二重層キャパシタを実施例として、電気化学キャパシタを
説明している。
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【００２７】
本発明に係るバインダは、ゼラチンを含んでいることを特徴としている。本発明に係る
バインダはゼラチンを含んでいればよいが、バインダにおけるゼラチンの含有率は、５０
質量％以上、１００質量％以下であることが好ましく、７０質量％以上、１００質量％以
下であることがより好ましく、９０質量％以上、１００質量％以下であることがさらに好
ましく、１００質量％であってもよい。
【００２８】
本発明に係るバインダに含まれるゼラチンの原料は特に制限されず、例えば、ウシ、ブ
タ、ニワトリ、魚類等の皮、骨、腱等から得られたものを用いることができる。本発明に
用いられるゼラチンの種類は特に制限されず、例えば、石灰処理ゼラチン、酸処理ゼラチ
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ン等であってもよく、ゼラチンの加水分解物、ゼラチン酵素分解物、その他アミノ基、カ
ルボキシル基を修飾したゼラチン（フタル化ゼラチン、アセチル化ゼラチン）、ハイドロ
ゲル等が使用されてもよい。
【００２９】
本発明に係るバインダにおけるゼラチンの含有率が１００質量％未満である場合、本発
明に係るバインダは１種以上の高分子を含んでもよく、アルギン酸塩、キトサン、グルタ
ミン酸、ヒヤルロン酸、デンプン、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）などの多糖類
系天然高分子あるいはそれらの誘導体、低糖類をさらに含んでいてもよい。アルギン酸塩
を用いたバインダについては、本発明者らによって電気化学キャパシタ等に適用可能であ
ることが報告されている（特許文献１２、１３、非特許文献２）。アルギン酸塩などの天
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然高分子を用いることにより、高電圧および高電位にて良好な充放電特性を示すバインダ
を提供することができる。本発明に係るバインダはまた、フィブロイン、グルテン、コラ
ーゲン、グリシニン他のタンパク質系天然高分子またはそれらの誘導体を含んでもよく、
さらに、天然ゴム、人工天然ゴムまたはそれらの誘導体等を含んでもよい。
【００３０】
本発明に係るバインダはまた、ポリエチレングリコール (ＰＥＧ)、ポリビニルアルコ
ール（ＰＶＡ）、ポリスチレン、ポリアクリル酸（ＰＡＡ）またはこれらの塩、フッ素樹
脂；ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、ヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）、パーフ
ルオロメチルビニルエーテル（ＰＦＭＶ）、テトラフルオロエチレン（ＴＦＥ）、ポリテ
トラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）またはこれらの共重合体、人工ゴム；スチレンゴム、
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ブタジエンゴム、エチレン−プロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、ニトリルゴム、アクリルゴム
、ウレタンゴム、多硫化ゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、スチレン―ブタジエンゴム
(ＳＢＲ)、スチレン−アクリロニトリル共重合体など、２種以上から構成されるポリマ
ーを含んでいてもよく、ポリイミド樹脂等の熱可塑性樹脂などが併用されてもよい。
【００３１】
本発明に係るバインダの強度は、天然高分子であるアルギン酸を用いたバインダの強度
よりも格段に優れており、具体的には、本発明に係るバインダを用いて作製された電極は
、剥離試験で剥がれないほど強度が強い（データは示さず）。一般に、バインダの強度を
上げると、作製した電極の電気抵抗が高くなる傾向があるが、本発明に係るバインダを用
いることにより、電気抵抗が軽減された合材電極を得ることができる。このような、強度
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に優れかつ電気抵抗が低減された電極を得ることができるということはまた、当業者が予
測し得ない格別顕著な効果といえる。
【００３２】
また、本発明に係るバインダは、天然高分子を利用しているため、コストの削減が見込
めるとともに環境負荷が少ない。しかも、天然高分子を利用した材料であるにもかかわら
ず、本発明に係るバインダは、３．０Ｖ以上の高電圧にて作動可能であり、水系バインダ
を用いた場合に匹敵する出力特性を有するキャパシタを作製することができる。つまり、
本発明に係るバインダは、優れた電気化学キャパシタの材料である。
【００３３】
さらに、本発明に係るバインダは、活物質（特に炭素系の活物質）および導電助剤との
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親和性が高いため、均一性に優れた合材電極を作製することができる。また本発明に係る
バインダは、十分な接着力を有しているため、電極の作製が容易である。
【００３４】
［２．電気化学キャパシタ用電極］
本発明はまた、電気化学キャパシタに好適に利用される電気化学キャパシタ用電極を提
供する。
【００３５】
電気化学キャパシタ用電極は、一般に、活物質、導電助剤およびバインダを含む合材を
乾燥することにより得られる。
【００３６】
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本発明に係る電気化学キャパシタ用電極は、本発明に係るバインダが用いられていれば
よく、本発明に係るバインダとともに好適に用いられる活物質および導電助剤を以下に説
明する。
【００３７】
本発明に係る電気化学キャパシタ用電極には、活物質として公知のものを使用すること
ができ、活性炭、黒鉛粉末などを用いることができる。また、活物質同士および活物質と
集電材とを電気的に連結する導電助剤は、キャパシタの性能に悪影響を及ぼさない電子伝
導性材料であれば特に限定されない。本発明において、活物質は単独で使用されても２種
類以上が併用されてもよい。また、活物質の量は、その用途等により異なり、特に限定さ
れないが、合材の総質量に対して、８０質量％以上、１００質量％以下であることが好ま

10

しい。特に、活物質として炭素材料を９０質量％以上、１００質量％以下含む電極は、汎
用性が高く、作製が容易であるため、本発明に好ましく用いられる。
【００３８】
また、本発明に係る電気化学キャパシタ用電極には、導電助剤として公知のものを使用
することができ、好ましくは、アセチレンブラック、ケッチェンブラック等のカーボンブ
ラックが使用されるが、天然黒鉛（鱗状黒鉛、鱗片状黒鉛、土状黒鉛等）、人造黒鉛、カ
ーボンウイスカー、炭素繊維粉末、金属（銅、ニッケル、アルミニウム、銀、金等）粉末
、金属繊維、導電性セラミックス材料等の導電性材料が使用されてもよい。これらは単独
で用いられても、２種類以上の混合物として用いられてもよい。
導電助剤の量もまた特に限定されないが、合材の総質量に対して、１質量％以上、２０質
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量％以下であることが好ましく、２質量％以上、１０質量％以下であることがより好まし
い。
【００３９】
上記合材は、活物質、導電助剤およびバインダを混合することによって得られ、バイン
ダとしてのゼラチンは水溶液の状態で混合されてもよい。また、粘度調整のために、合材
は水などが添加されてもよい。ゼラチンは炭素系の活物質および導電助剤との親和性が高
く、非常に均一な合材が得られる点が特徴であり、意匠的にも優れた電極が得られる。
【００４０】
本発明において、合材中の活物質層における活物質、導電助剤およびバインダの含有率
（質量％）は、特に限定されるものではないが、例えば、活物質：導電助剤：バインダ＝
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８０〜９７：４〜１０：２〜１５とすることができる。なお、活物質、導電助剤およびバ
インダの含有率の合計は１００である。すなわち、合材から得られた電気化学キャパシタ
用電極におけるバインダの配合率は、１質量％以上、１５質量％以下であることが好まし
い。また、より好ましくは、２質量％以上、１０質量％以下である。２質量％以上であれ
ば、活物質、導電助剤およびバインダが均一に混合された合材を作製することが容易とな
り、１０質量％以下であれば、バインダの配合率の増加に伴う活物質の配合率の低下を防
ぐことができる。
【００４１】
本発明に係る電気化学キャパシタ用電極は、上記活物質、導電助剤、及びバインダ等か
らなる合材を塗工液として集電体に塗布した後に乾燥することにより製造することができ
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る。
【００４２】
電極用集電体として、構成された電気化学キャパシタにおいて悪影響を及ぼさない電子
伝導体を使用することができ、例えば、アルミニウム、チタン、ステンレス鋼、ニッケル
、焼成炭素、導電性高分子、導電性ガラス等が挙げられる。接着性、導電性、耐酸化性等
の向上の目的で、アルミニウム等の表面を、カーボン、ニッケル、チタンまたは銀等で処
理した電極用集電体が用いられてもよい。
【００４３】
これらの電極用集電体の表面を酸化処理することも可能である。また、電極用集電体の
形状については、フォイル状の他、フィルム状、シート状、ネット状、パンチ又はエキス
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パンドされた物、ラス体、多孔質体、発泡体等の成形体であってもよい。厚みは特に限定
されないが、１μｍ以上、１００μｍ以下のものが通常用いられる。
【００４４】
本発明に係る電気化学キャパシタ用電極を得る手順の一例を説明すると、電極用の塗工
液は電極用集電体にそれぞれ所望の厚さにて塗布される。塗布法として、集電体に塗工液
を塗布し、ドクターブレードによって余分な塗工液を除去する方式、集電体に塗工液を塗
布し、ローラによって塗工液を圧延する方式等の公知の塗布法が挙げられる。
【００４５】
塗工液を乾燥する温度は特に限定されず、通常、７０℃以上、１００℃以下であるが、
塗工液中の各材料の配合率によって適宜変更されればよい。また、得られた電極の厚さは

10

、電気化学キャパシタの用途によって適宜変更されればよい。
【００４６】
上述したように、本発明に係る電気化学キャパシタ用電極は、本発明に係るバインダを
用いていることにより、剥離試験で剥がれないほど強度が強く、スクラッチ試験において
も、従来の水系バインダを用いた電極を超える強度を有する。また、本発明に係る電気化
学キャパシタ用電極は、本発明に係るバインダを用いていることにより、均一性に優れて
おり、電気抵抗が低減されており、３．０Ｖ以上の高電圧にて作動可能である。
【００４７】
［３．電気化学キャパシタ］
本発明はまた、優れた特性を有する電気化学キャパシタを提供する。
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【００４８】
電気化学キャパシタは、正極（電極）および負極（電極）を備え、正極と負極との間に
は、電解液が供給されている。電気化学キャパシタには、正極と負極との短絡を防止する
ために、正極と負極との間にセパレータが配置されている。正極および負極にはそれぞれ
集電体が備えられており、両集電体は電源に接続されている。この電源の操作によって充
放電の切り替えがなされる。
【００４９】
本発明に係る電気化学キャパシタは、本発明に係る電気化学キャパシタ用電極が用いら
れていればよく、本発明に係る電気化学キャパシタ用電極とともに好適に用いられる電解
液およびセパレータを以下に説明する。
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【００５０】
本発明に係る電気化学キャパシタに用いられる電解液としては公知のものが利用可能で
あり特に限定されないが、好ましくは、非水系電解液が用いられる。
【００５１】
非水系電解液は、従来公知の電気化学キャパシタに用いられる非水系電解液であればよ
く、イオン液体を用いることもできる。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、又はテトラアルキルホスホニウム等が挙げられる。
【００５２】
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上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。
【００５３】
また、上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。上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。また、上記ピペリジニウムとしては、
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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。上記テトラアルキル
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。上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。
【００５４】
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
、ＢＦ４−、ＮＯ３−、ＰＦ６−、ＳｂＦ６−、ＣＨ３ＣＨ２ＯＳＯ３−、ＣＨ３ＣＯ２
−

、または；ＣＦ３ＣＯ２−、ＣＦ３ＳＯ３−、（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ−［ビス（トリフ

ルオロメチルスルフォニル）イミド（ＴＦＳＩ）］、（ＦＳＯ２）２Ｎ−［ビス（フルオ
ロスルフォニル）イミド
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（ＦＳＩ）］、（ＣＦ３ＳＯ２）３Ｃ−などのフルオロアルキ

ル基含有アニオンが挙げられる。
【００５５】
上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、（ＦＳＯ２）２Ｎ−［ビス（フルオロスルフォニル）
イミド

（ＦＳＩ）］またはテトラフルオロボレート（ＢＦ４−）アニオンを含むイオン
20

液体が好ましい。
【００５６】
また、大気中での取り扱いが容易という点では、含フッ素系アニオンを含むイオン液体
が好ましく、ＦＳＩまたはＢＦ４−を含むイオン液体がより好ましい。
【００５７】
また、上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。
【００５８】
具体的には、上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。また、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
も好ましい非水系電解液として挙げられる。
【００５９】
非水系電解液は、「イオン液体」に限らず、電気化学キャパシタの非水系電解液に用い
られる、有機系電解液であってもよい。このような有機系電解質はイオンキャリアとなる
電解質塩を含み、それを溶解させる有機溶媒から構成される。
【００６０】
上記電解質塩として、上記イオン液体、四級オニウム塩、アルカリ金属塩、アルカリ土
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類金属塩等を用いることができる。
【００６１】
代表的な四級オニウム塩として、テトラアルキルアンモニウム塩やテトラアルキルホス
ホニウム塩等を挙げることができる。
【００６２】
代表的なアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩として、リチウム塩、ナトリウム塩、カ
リウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等を挙げることができる。
【００６３】
上記電解質塩のアニオンとして、例えば、ＢＦ４−、ＮＯ３−、ＰＦ６−、ＳｂＦ６−
、ＣＨ３ＣＨ２ＯＳＯ３−、ＣＨ３ＣＯ２−、または；ＣＦ３ＣＯ２−、ＣＦ３ＳＯ３−
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、（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ−［ビス（トリフルオロメチルスルフォニル）イミド］、（ＣＦ
−

３ＳＯ２）３Ｃ

等のフルオロアルキル基含有アニオンが挙げられる。

【００６４】
また、上記有機溶媒として、例えば、エーテル類、ケトン類、ラクトン類、ニトリル類
、アミン類、アミド類、硫黄化合物、塩素化炭化水素類、エステル類、カーボネート類、
ニトロ化合物、リン酸エステル系化合物、スルホラン系化合物等を用いることができる。
【００６５】
代表的な有機溶媒としては、テトラヒドロフラン、２−メチルテトラヒドロフラン、１
，４−ジオキサン、アニソール、モノグライム、アセトニトリル、プロピオニトリル、４
−メチル−２−ペンタノン、ブチロニトリル、バレロニトリル、ベンゾニトリル、１，２
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−ジクロロエタン、γ−ブチロラクトン、ジメトキシエタン、メチルフォルメイト、プロ
ピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジメチルホルムア
ミド、ジメチルスルホキシド、ジメチルチオホルムアミド、スルホラン、３−メチル−ス
ルホラン、リン酸トリメチル、リン酸トリエチルおよびこれらの混合溶媒等を挙げること
ができる。
【００６６】
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。上記非水系電解質は、単独又は２種以上が組み
合わされて用いられ得る。
【００６７】
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本発明に係る電気化学キャパシタに用いられるセパレータとしては公知のものが利用可
能であり特に限定されないが、好ましくは、ポリエチレンまたはポリプロピレン製フィル
ムの微多孔膜；多孔性のポリエチレンフィルムとポリプロピレンとの多層フィルム；ポリ
エステル繊維、アラミド繊維またはガラス繊維等からなる不織布が挙げられ、より好まし
くは、それらの表面に、シリカ、アルミナ、チタニア等のセラミック微粒子を付着させた
セパレータが挙げられる。
【００６８】
上記セパレータは空隙率が７０％以上のものが好ましく、８０％以上、９５％以下であ
るものがより好ましい。
【００６９】
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ここで、空隙率はセパレータの見掛け密度と構成材料の固形分の真密度から、次式によ
り算出した値である。
空隙率（％）＝１００−（セパレータの見掛け密度／材料固形分の真密度）×１００
上記セパレータとしては、平均繊維径が１μｍ以下のガラス繊維を８０重量％以上と、
フィブリル化有機繊維を含む有機成分を２０重量％未満とを含有し、ガラス繊維同士がフ
ィブリル化有機繊維の絡み付きによって結合され、空隙率８５％以上とされた湿式抄造シ
ートが特に好適に用いられる。
【００７０】
フィブリル化有機繊維は、繊維を離解する装置、例えばダブルディスクリファイナーを
用いることによって、叩解等による剪断力の作用を受け、単繊維が繊維軸方向に非常に細
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かく解裂して形成された多数のフィブリルを有する繊維であって、少なくとも５０重量％
以上が繊維径１μｍ以下にフィブリル化されているものであることが好ましく、１００重
量％が繊維径１μｍ以下にフィブリル化されているものであればより好ましい。
【００７１】
フィブリル化有機繊維としては、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリアミド
繊維、セルロース繊維、レーヨン繊維、アクリル繊維等を使用できる。
【００７２】
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。
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【実施例】
【００７３】
〔電極の作製〕
以下の材料を用いて、電気化学キャパシタ用電極を作製した。
【００７４】
活物質：ヤシ殻由来活性炭（株式会社クラレ）
導電助剤：アセチレンブラック（電気化学工業株式会社）
バインダ：ゼラチン粉末（ブタ由来、宏栄化成）
電解液：１．９６ｍｏｌ ｄｍ−３のテトラエチルアンモニウムテトラフルオロボレー
ト（ＴＥＭＡＢＦ４）をプロピレンカーボネート（ＰＣ）に溶解させたもの
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集電体：エッチドアルミニウム箔。
【００７５】
７０℃の温水にゼラチン粉末を加え、約１０質量％のゼラチン水溶液を調製した。活物
質および導電助剤を乳鉢に入れて約１０分間混合し、活物質、導電助剤およびゼラチン水
溶液を乾燥後の組成比（電極における含有比）が８８：８：４となるようにゼラチン水溶
液を混合し、スラリーの合材を作製した。この合材に純水を加えスラリー粘度を調整した
後、ドクターブレード法によって合材をアルミ集電体に塗布した。塗布した合材を、ホッ
トプレート上にて８０℃で１０分間加熱した後に、８０℃の温度雰囲気下、１０−１Ｐａ
の減圧下で数時間乾燥させ、目的の合材電極（ＡＣ−Ｇｌｔ）を得た。ゼラチンバインダ
の含有比が４質量％および５質量％の電極をそれぞれＡＣ−Ｇｌｔ（１）およびＡＣ−Ｇ
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ｌｔ（２）とした。
【００７６】
従来技術として典型的なスチレンブタジエンゴムおよびカルボキシメチルセルロースを
バインダとして含む活性炭合材電極（ＡＣ−ＣＭＣ＋ＳＢＲ）を作製した。
【００７７】
〔電極の強度試験〕
マイクロスクラッチ装置（ＣＳＥＭ

Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、ＡＥセンサー付自動ス

クラッチ試験機）を用いて、合材電極の強度を調べた。結果を表１に示す。
【００７８】
【表１】
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【００７９】
バインダ含有比が同じであるＡＣ−Ｇｌｔ（２）とＡＣ−ＣＭＣ＋ＳＢＲとを比較する
と、ＡＣ−Ｇｌｔ（２）はＡＣ−ＣＭＣ＋ＳＢＲよりも強度が向上していることがわかっ
た。また、ＡＣ−Ｇｌｔ（２）よりもバインダ含有比が低いＡＣ−Ｇｌｔ（１）であって
も、ＡＣ−ＣＭＣ＋ＳＢＲと同等の強度を発揮することがわかった。
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【００８０】
〔電気化学キャパシタの作製〕
直径１２ｍｍのディスク状に打ち抜いた電極を用いて、以下の評価用セルを構築した。
【００８１】
実施例：ＡＣ−Ｇｌｔ（１）を正極および負極に利用し、電極間にセパレータを配置し
て電解液を注入した電気化学キャパシタである二電極式セル
比較例：ＡＣ−ＣＭＣ＋ＳＢＲを正極および負極に利用し、電極間にセパレータを配置
して電解液を注入した電気化学キャパシタである二電極式セル
この二電極式セルに対して、充放電特性、耐電圧特性、出力特性を調べ、結果を図１〜
図５に示した。
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【００８２】
〔電気化学キャパシタの充放電特性評価〕
実施例の評価用セルについて、３０．０Ａ ｇ−１の電流密度での充放電を行い、その
時に観測される電気化学キャパシタのセル電圧の推移を調べた。充電・放電電流を５．０
〜１００ｍＡ／ｃｍ２、作動電圧範囲を０〜２．５Ｖとした際の充放電曲線を図１に示す
。典型的な電気化学キャパシタの充放電特性が示されたことから、本発明に係るバインダ
が、電気化学キャパシタ材料として機能していることがわかった。
【００８３】
〔電気化学キャパシタの耐電圧特性評価〕
２．５Ｖ、３．０Ｖ、３．５Ｖ、３．７Ｖ、３．８Ｖの５種類のセル上限電圧にて、電
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気化学キャパシタに５Ａ ｇ−１の電流にて充放電を行い、その時に観測される電気化学
キャパシタのセル電圧の推移を調べた。
【００８４】
評価１：実施例および比較例について、充電・放電電流を５．０ｍＡ／ｃｍ２、作動上
限電圧を２．０Ｖ〜３．３Ｖとした際の充放電曲線を図２に示す。実施例の評価用セルは
、３．３Ｖの上限電圧であっても安定した充放電曲線を示し、十分な耐電圧特性を有して
いる。しかし、比較例の評価用セルでは、作動上限電圧が３．０Ｖであっても充放電曲線
に歪みが生じており、副反応が生じている。
【００８５】
評価２：実施例および比較例について、充電・放電電流を５．０ｍＡ／ｃｍ２、作動上
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限電圧を２．０Ｖ〜３．３Ｖとした際の各作動上限電圧に対する充放電効率を図３に示す
。実施例では全ての作動上限電圧において９６％以上の充放電効率を維持しており、耐電
圧特性に優れることがわかった。一方、比較例では、作動上限電圧が２．７Ｖおよびそれ
よりも高い電圧の場合に急激に充放電効率が低下していた。
【００８６】
評価３：実施例および比較例について、充電・放電電流２．５ｍＡ／ｃｍ２、作動電圧
２．５Ｖにて充放電を１０サイクル行い、引き続いて３．０Ｖまたは３．２Ｖの作動電圧
を１２時間保持し、その後に充電・放電電流２．５ｍＡ／ｃｍ２、作動上限電圧を２．５
Ｖにて充放電を１０サイクル行った際の、充放電容量を図４に示す。なお、評価前の放電
容量を１００％とし、その割合を示した。実施例では、いずれの電圧を保持した場合であ
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っても、放電容量は初期値と同等（ほぼ１００％）である。一方、比較例では電圧を保持
した後に放電容量が減少していた、このことは、電圧保持時に劣化反応が起こったことを
示している。
【００８７】
〔電気化学キャパシタの出力特性評価〕
実施例および比較例の評価用セルについて、１．０〜９０．０Ａ ｇ−１の電流密度で
放電した際の放電容量を測定した。実施例および比較例について、作動上限電圧を２．５
Ｖ、充電・放電電流値を０．５〜２５Ａ ｇ−１の範囲で変化させた際の、放電容量の推
移を図５に示す。実施例は比較例とほぼ同等の特性を示すことがわかった。
【００８８】
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〔結果〕
このように、出力特性試験で実施例が比較例と同等の充放電特性を示していること、合
材電極の強度試験から実用上の製造プロセスに必要な強度を兼ね備えていること、安価な
バインダ材料であること、そしてＣＭＣ＋ＳＢＲのような複雑な製造プロセスを必要とし
ないことから、ゼラチンは電気化学キャパシタ用電極のバインダとして非常に有効である
といえる。
【００８９】
さらに、本明細書中において、電気二重層キャパシタとして電気化学キャパシタを説明
したが、本発明は、電気二重層キャパシタに限らず、リチウムイオン電池や色素増感型太
陽電池などへの適用可能性があるため、波及効果も高い。加えて、ゼラチンは、これまで
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にカメラ用フィルム材として使用されてきたが、近年のデジタルカメラの普及によってそ
の存在意義を失いつつあるため、本発明は、ゼラチンの新たな適用分野を提供する。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
本発明は、電気化学キャパシタの材料となるバインダに関するものであり、コンデンサ
業界だけでなく、電気化学キャパシタの搭載先として考えられている電気自動車や、家電
製品、自然エネルギー蓄電システムなどに、高性能かつ安全性の高い蓄電デバイスを提供
することができる。

【図１】

【図２】
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【図４】
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