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研究背景

電気化学系蓄電デバイスに大きな社会的需要

• 電気自動車、ハイブリッド自動車
• 産業機械やロボット
• 再生可能エネルギーの導入
• スマートフォンなど携帯端末

小型・軽量で、大きなエネル
ギーの出し入れが可能で、か
つ、寿命が長く、安価な蓄電
デバイスが求められる。

出力（電力）密度が高い蓄電デバイス：電気二重層キャパシタ
エネルギー密度が高い蓄電デバイス：リチウムイオン（二次）電池

現状では、
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電気二重層キャパシタ（EDLC）

・高出力密度（1000 W/kg 前後）
・低エネルギー密度（数 Wh/kg）
・サイクル寿命は数十万サイクル

リチウムイオン電池（LIB）

・高エネルギー密度（100 Wh/kg 前後）
・低出力密度（100 W/kg 前後）
・サイクル寿命は数千サイクル

リチウムイオン
キャパシタ

正極 負極

グラファイトの他、ハード
カーボン、シリコン、SiO系
などもあり

活性炭
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・EDLCと同等の高出力密度（1000 W/kg 前後）
・LIBにせまる高エネルギー密度（10 Wh/kg オーダ）
・EDLCと同等のサイクル寿命（数十万サイクル）

リチウムイオンキャパシタ（LIC）

■正極：活性炭

■負極：炭素系材料

■電解液：LIB用もしくは調整品

リチウムイオンのプレドープ

負極の持つ初期不可逆容量を打
ち消し、負極電位を低下させる。

およそ2～4 Vのセル動作電圧
（EDLCは0～2.5 V程度）

が可能と言われるが・・・

LICの性能および寿命を決める重
要技術、しかし技術的課題が多い。
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LICの電極材料（活物質）

炭素系材料 無定形炭素系 ソフトカーボン

黒鉛系 天然黒鉛

人造黒鉛

ハードカーボン

正極

負極

活性炭 ヤシ殻系

石炭・石油系

樹脂系

材料の起源はすべて海
外であり、ほぼ化石資源
由来。
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従来技術とその問題点

1. 現在のLIC電極材料は海外の農業副産物や化石資源に由

来する。国内で安定的供給され、安価で、環境負荷の小さ
い原料の使用が望ましい。

2. 負極に対するリチウムイオンのプレドープが技術的に難しく、
簡易な手法でのプレドープを可能にする負極材料が必要。

3. 現状、LICはEDLCとLIBの中間的な性能を示す。より高い
性能要求に応えるため、EDLCと同等レベルの出力密度と
寿命，かつ，LIBにせまるエネルギー密度を実現できる高性
能電極材料が必要。
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もみ殻（地方に大量に賦存するバイオマス）の現況

平成２７年秋田県でのもみ殻排出量と用途

もみ殻総
排出量

マルチ 床土代
替資材

暗きょ
資材

畜舎

資材

堆肥 くん炭 焼却 その他

量

（トン）
121,341 900 38 17,007 22,006 29,131 9,708 2,523 40,028

割合
（％）

100 0.7 0 14.0 18.1 24.0 8.0 2.1 33.0

「その他」の大部分はすきこみ・放置と推測 → もみ殻の35%が未利用
（焼却とその他）

全国では毎年200万トン弱のもみ殻が排出

出典：秋田県農林水産部 稲作指導指針 平成28年3月から
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もみ殻の特徴と構造

もみ殻のシリカ含有率は約20質量％、さらに植物性有機物（木質）中にナノ
レベルで分散している。
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活物質および電極の製造工程

生もみ殻

炭化

もみ殻炭

粉砕・塗工

水酸化ナトリウム水溶液によるシリカ溶脱

シリカ除去もみ殻炭
（もみ殻活性炭前駆体）

ケイ酸ナトリウムとし
て析出したシリカ

賦活
粉砕・塗工

ケイ酸ナトリウムは，ケイ酸ソーダまたは水
ガラスと呼ばれ，土建や窯業資材など様々
な工業用途がある。

もみ殻活性炭

必要に応じて糖添加

電気二重層キャパシタ
正負極およびリチウム
イオンキャパシタ正極
活物質

副産物

リチウムイオン
キャパシタ負極
およびリチウム
イオン電池負極
活物質
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 優れた性能を有するLICの正負極、EDLCの正負極、 LIBの

負極を、一種のバイオマスから製造する技術を確立した。海
外の農業副産物や化石資源に由来せず、国内で安定的に
排出され、極めて安価なもみ殻を原料にする。

• 特にLICの負極にもみ殻由来活物質を使用した場合、ハード

なリチウムイオンプレドープに対して強い耐性を示し、安定し
たサイクル特性を得ることができる。

• 高性能樹脂由来活性炭およびハードカーボンを使用したLIC
セルと比較して、もみ殻由来活物質を正負極に使用したLIC
セルは優れた性能を示した。
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もみ殻由来活性炭活物質とC/SiOx活物質

非晶質炭素Cとケイ酸由来SiOxのメソポーラス
複合構造がもみ殻炭中に形成され，リチウム
イオンの吸蔵放出に適した活物質を実現

粘性の高い有機系電解液中のイオンが容
易に電極にアクセスできる細孔構造を有す
る活性炭活物質を実現
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EDLCとLICの動作機構の比較
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EDLC

LIC
負極は繰り返しの
リチウムイオンの
吸蔵放出に対する
電位の維持力、
レート特性が活性
炭より劣る。その
両特性に優れた
材料が必要。

活性炭は表面に
おけるイオンの吸
脱着で充放電が
行うので、電位維
持力が高く、電流
対応性（レート特
性）が良い。
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もみ殻由来活性炭活物質の細孔構造

細孔分布（QSDFT法）

樹脂由来活性炭との比較
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もみ殻由来活性炭のEDLC特性

電解液 1 mol/L (M) TEMA・BF4/PC 電解液 1.5 mol/L (M) SBP・BF4/PC

電解液 EMIm・BF4（ｲｵﾝ液体）

電解液 25℃値 導電率 (mS/cm) 粘度 (mPa･s)

1 mol/L TEMA･BF4/PC 12.6 3.79

1.5 mol/L SBP･BF4/PC 16 5.1

EMIm･BF4 13.6 31.8

比静電容量：フルセル値
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もみ殻由来活性炭のLIC正極性能（レート特性）

もみ殻由来活性炭

異なる充放電電流密度におけるLIC正極活性炭の比容量とセル電圧の関係

樹脂由来由来活性炭

対極：Li金属、電解液：1 M LiPF6/EC・DEC（LIB用）
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もみ殻由来活性炭のLIC正極性能（サイクル特性）

もみ殻由来活性炭

サイクル試験におけるLIC正極活性炭の比容量とセル電圧の関係

樹脂由来由来活性炭

対極：Li金属、電解液：LIB用、電流密度：1 mA/cm2



17

EDLCおよびLIC正極としてのもみ殻由来活性炭の優位性

マイクロ孔とメソ孔が複合化することで、電解液中の電解質の活性炭表面へ
のアクセス性が向上。特に高電流密度において効果的。また、充放電サイク
ルによる劣化副産物の堆積の影響は、マイクロ孔主体の活性炭では顕著。
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もみ殻炭（C/SiOx)のLICまたはLIB負極性能（レート特性）

LICまたはLIB用負
極活物質の比容量
とセル電圧の関係

対極：Li金属、電解液：
1 M LiPF6/EC・DEC
（LIB用）
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もみ殻炭（C/SiOx)のLICまたはLIB負極性能（CVとサイクル特性）

LICまたはLIB用負極活物質のサイク
リックボルタモグラム
（電圧走査速度：0.1 mV/s）

対極：Li金属、電解液：1 M LiPF6/EC・DEC（LIB用）

LICまたはLIB用負極活物質のサイ
クル特性（電流密度：1000 mA/g）
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正極にもみ殻由来活性炭、負極にもみ殻由来C/SiOxを用いた
LICの組み立て

３極式LICセル負極へのリチウムイオンプレドープ

24時間短絡によるハードなプレドープ

過分なリチウムイオンのプレドープは、負極
へのリチウム析出を引き起こしやすい。しか
し、十分な時間の短絡が、制御不要、かつ、
大面積への対応性の良い簡易な方法。
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正極にもみ殻由来活性炭、負極にもみ殻由来C/SiOxを用いた
LICの性能

レート特性より、サイクル特性にもみ殻由来正負極材料の優秀性が顕著に現れている
（未公開データによる）。

電流密度 (mA/cm2)
出力密度 (W/kg-正負極活物質)

0.1
約80

1
約800

10
約8000

もみ殻由来正負極LIC 62 52 27

市販樹脂由来正負極LIC 66 55 28

改良もみ殻由来正負極LIC 71 64 44

もみ殻由来電極材料および市販電極材料を用いたLICのエネルギー密度の電流（出力）密
度依存性（レート特性比較）

単位：Wh/kg-正負極活物質
セル電圧を2から4 Vに昇圧（充電）させた後，4から2 Vに降圧（放電）させた際の値
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想定される用途

• リチウムイオンキャパシタの他、リチウムイオン電池、リチウ
ム硫黄電池、電気二重層キャパシタ等の電極材料

• 電気泳動法による分離精製または除染装置の電極材料

• マイクロおよびメソ多孔性吸着体および担体
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実用化に向けた課題

• 現在、ラボレベルの材料開発についてはメドがついている。
もみ殻個体差や残留不純物の影響の検証など、量産化に
向けた諸検討が必要。

• これまではコインセルレベルでの開発であり、大容量のラミ
ネートセルなど、実用レベルのセル製造および性能評価が
必要。

• 電極製造時のバインダ、導電助剤の種類や配合量、さらに
電解液の種類や配合比など、本技術に適したセル製造条
件の探索が必要。
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企業への期待

• もみ殻由来電極材料の量産化に協力可能な企業は存在す
るが、それを用いた商品を開発する企業が少ない。本技術を
実際に商品化できる企業との連携を望む。

• これまでコインセルレベルの開発であったが、ラミネートセル
レベルへのステップアップを予定している。実用レベルのセ
ル製造技術を有する企業との連携を望む。

• 電池・キャパシタ等蓄電用途以外にも、液中イオンの分離・
精製・除去用の電極としても可能性がある。その有用性検証
に興味がある企業との連携を望む。
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• 出願人 ：秋田大学

• 発明者 ：熊谷誠治
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• 出願番号 ：特願2013-37085（特開2014-165435）

• 出願人 ：秋田大学

• 発明者 ：熊谷誠治
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産学連携の経歴

• JST 平成27年度第2回 研究成果展開事業 マッチングプ
ランナープログラム

• JST 平成25年度 A-STEP FS探索タイプ

• JST 平成23年度 A-STEP FS探索タイプ

• JST 平成22年度 A-STEP FS探索タイプ

• JST 平成21年度 シーズ発掘試験

• NEDO 平成18年度第1回 産業技術研究助成事業

以上すべてもみ殻由来機能性材料の開発に関して

石油・石炭製品系，輸送用機器系，電気機器系，化学系など
の大手企業から地元企業まで，多くの共同研究経験あります。
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お問い合わせ先

秋田大学 産学連携推進機構

リサーチ・アドミニストレーター

伊藤 慎一

ＴＥＬ ０１８－８８９－２７０２

ＦＡＸ ０１８－８３７－５３５６

e-mail s-ito＠crc.akita-u.ac.jp


